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HOW TO BL

配布店

北海道 宮脇書店東札幌店 003-0003 北海道札幌市白石区東札幌1-1-1　イーアス札幌Ａタウン2Ｆ 011-816-1188

北海道 TSUTAYA 札幌インター店 003-0828 北海道札幌市白石区菊水元町八条２丁目１ 011-875-5670

北海道 TSUTAYA 室蘭店 050-0075 北海道室蘭市中島本町1-1-6 0143-41-5220 ●

北海道 TSUTAYA 登別店 059-0028 北海道登別市富岸町2-13-1 0143-87-0880 ●

北海道 TSUTAYA 苫小牧バイパス店 059-1261 北海道苫小牧市ときわ町6丁目23-30 0144-68-6666 ●

北海道 文教堂札幌大通駅店 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西4丁目日之出ビル地下 011-200-5655 ●

北海道 TSUTAYA 恵庭店 061-1424 北海道恵庭市大町2-1-1 012-332-7555

北海道 冨貴堂 南6条通店 078-8348 北海道旭川市東光８条１丁目３－１０ 016-633-7722

北海道 ひかりや書店 北見店 090-0837 北海道北見市中央三輪5-423-18 0157-33-3636 ●

北海道 ひかりや書店 美幌店 092-0027 北海道網走支庁網走郡美幌町稲美89-12 0152-75-2233 ●

北海道 ひかりや書店 093-0035 北海道網走市駒場南8-87 0152-44-1714 ●

北海道 TSUTAYA 名寄店 096-0014 北海道名寄市西四条南10-1 01654-9-2815

北海道 TSUTAYA中標津店 861-1126 北海道標津郡中標津町西六条北1-1 01537-2-0039 ●

青森県 TSUTAYA 青森中央店 030-0847 青森県青森市東大野2-8-4 017-762-3520 ●

青森県 宮脇書店青森店 030-0915 青森県青森市小柳5-19-15 017-744-1951

青森県 成田本店つくだ店 030-0963 青森県青森市中佃3-7-11 017-742-3011

青森県 成田本店 サンロード店 030-8533 青森県青森市浦町奥野375-1　サンロード1Ｆ 017-776-2457

青森県 成田本店みなと高台店 031-0823 青森県八戸市湊高台2-1-3 0178-35-6161

青森県 TSUTAYA 十和田店 034-0032 青森県十和田市東四番町５－２ 0176-23-7643

青森県 TSUTAYA 弘前店 036-8084 青森県弘前市大字高田2-1-1 0172-27-2357 ●

岩手県 さわや書店　本店 020-0022 岩手県盛岡市大通２－２－１５ 019-653-4411

岩手県 さわやORIORI店 020-0034 岩手県盛岡市駅前通1番44 フェザン本館3F 019-613-6464 ●

岩手県 エムズエクスポ盛岡店 020-0122 岩手県盛岡市みたけ3-36-1 019-648-7100

岩手県 MORIOKA TSUTAYA 020-0866 岩手県盛岡市本宮4丁目40番20号 019-613-2588 ●

岩手県 BOOK BOY大船渡店 022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字野々田２２－５ 0192-27-3322

岩手県 ブックスアメリカン北上店 024-0072 岩手県北上市北鬼柳32地割42 0197-63-7600 ●

岩手県 ブックスさんわ 024-0094 岩手県北上市本通り2-2-1　ビブレ4Ｆ 0197-61-5642

岩手県 さわや書店イオンタウン釜石店 026-0011 岩手県釜石市港町2丁目1-1　イオンタウン釜石1Ｆ 0193-55-6212

岩手県 かんの書店本店 027-0052 岩手県宮古市宮町1-3-7 0193-62-2548

宮城県 ファミリーマート広瀬通本町店 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-3-10 022-217-2301

宮城県 文教堂JOY仙台ロフト店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-10-10 仙台ロフト7F 022-796-7762 ●

宮城県 ヤマト屋書店仙台八幡店 980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡3-1-50 022-217-9661 ●

宮城県 TSUTAYA 仙台南店 981-1222 宮城県名取市上余田字千刈田308 022-382-6630 ●

宮城県 未来屋書店 名取店 981-1227 宮城県名取市杜せきのした5-3-1 イオンモール名取3F 022-382-5208 ●

宮城県 ブックタウン角田店 981-1505 宮城県角田市角田幸町６２ 022-462-1401

宮城県 八文字屋書店　泉店 981-3116 宮城県仙台市泉区高玉町4-1 022-371-1988 ●

宮城県 八文字屋書店　SELVA店 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目4-5セルバ5階 022-371-0180 ●

宮城県 蔦屋書店仙台泉店 981-3137 宮城県仙台市泉区大沢２－１２－４ 022-772-2011

宮城県 TSUTAYA 長町店 982-0011 宮城県仙台市太白区長町6-5-2 022-249-4550

宮城県 蔦屋書店 アクロスプラザ富沢西店 982-0033 宮城県仙台市太白区富田字京ノ北72-1 022-307-5055 ●

宮城県 ブックセンター湘南 矢本店 986-0300 宮城県東松島市小松字上浮足４３ 022-584-3065

宮城県 おかべ本屋さん 986-2103 宮城県石巻市流留字七勺1-1　イオンSC石巻東店内 0225-24-3539

宮城県 TSUTAYA 築館店 987-2272 宮城県栗原市築館字留場桜１０―５ 0228-22-6266

宮城県 TSUTAYA 白石店 989-0217 宮城県白石市大平森合字森合沖76-1 0224-25-6870

宮城県 ヤマテル柴田店 989-1611 宮城県柴田郡柴田町大字上名生字新大原１９４－１ 0224-87-8162

宮城県 宮脇書店鹿島台店 989-4102 宮城県大崎市鹿島台町木間塚小谷地515-2 0229-57-1322

宮城県 ブックセンター湘南 栗原店 989-5612 宮城県栗原市志波姫新熊谷１外イオン栗原ＳＣ内 0228-23-5155

宮城県 スクラム古川店 989-6232 宮城県大崎市古川沢田筒場浦15 0229-27-1301

秋田県 TSUTAYA 大仙店 014-0044 秋田県大仙市戸蒔字東89 0187-62-7571 ●

秋田県 ミライア本荘店 015-0843 秋田県由利本荘市東梵天257 0184-27-1367 ●

秋田県 スクラム大館店 017-0041 秋田県大館市大田面238　イオンスーパーセンター大館店内 0186-57-8501

山形県 八文字屋本店 990-0043 山形県山形市本町2-4-11 023-622-2150

山形県 八文字屋 北店 990-0885 山形県山形市嶋北1丁目2-2 023-682-3388 ●

山形県 TENDO　八文字屋 994-0028 山形県天童市鍬ノ町2-3-43 023-658-8811

山形県 未来屋書店 天童店 994-0067 山形県天童市芳賀土地区画整理事業内 イオンモール天童店2F 023-652-0791 ●

山形県 丸井八文字屋 996-0023 山形県新庄市沖の町1-3 0233-23-8533

福島県 SASYU鎌田店 960-0102 福島県福島市鎌田下釜5-1 024-553-7444

福島県 西沢書店北店 960-0112 福島県福島市南矢野目中江5-8 024-557-5101

福島県 TSUTAYA 福島南店 960-8153 福島県福島市福島市黒岩浜井場24-1 024-544-0373 ●

福島県 TSUTAYA 白河店 961-0054 福島県白河市北中川原161-1 0248-27-8207 ●

福島県 宮脇書店須賀川店 962-0013 福島県須賀川市岡東町129 0248-76-6543

福島県 リブロ郡山店 963-8017 福島県郡山市長者1-1-56　モール郡山内 024-926-5281

福島県 TSUTAYA 桑野店 963-8032 福島県郡山市下亀田16-16 024-939-0047 ●

福島県 TSUTAYA イオンタウン郡山店 963-8812 福島県郡山市松木町2-88イオンタウン郡山 024-941-2235 ●

福島県 TSUTAYA 会津アピオ店 965-0059 福島県会津若松市インター西１１８番 0242-37-2633

福島県 スクラム鏡石店 969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町桜岡375-9 0248-94-2451

福島県 TSUTAYA 本宮店 969-1101 福島県本宮市高木字平内７７ 0243-63-0311

福島県 TSUTAYA 二本松店 969-1404 福島県二本松市油井字福岡133-1 0243-22-8690 ●

福島県 ブックエース植田店 974-8212 福島県イワキ市東田町2-10-6 0246-63-7331 ●

茨城県 未来屋書店 土浦店 300-0811 茨城県土浦市上高津367 イオン土浦SC3F 029-826-8582 ●

茨城県 ブックセンター江戸屋 300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷伊勢山前283-3 0296-48-2700

茨城県 フタバ図書TERA守谷店 302-0110 茨城県守谷市百合丘3-249-1 0297-47-1601

茨城県 未来屋書店 つくば店 305-0071 茨城県つくば市稲岡66-1 029-839-2057 ●

茨城県 WonderGOO つくば店 305-0817 茨城県つくば市研究学園7丁目54-1 029-860-8260 ●

茨城県 ブックエース TSUTAYA坂東店 306-0632 茨城県坂東市辺田1104-1ヨークタウン坂東 0297-47-5180 ●

茨城県 ブックエース 結城店 307-0052 茨城県結城市中央町1-4-6 0296-33-7711 ●

茨城県 WonderGOO 下館店 308-0052 茨城県筑西市菅谷石堀1513 0296-23-2233 ●

茨城県 未来屋書店水戸オーパ店 310-0015 茨城県水戸市水戸市宮町１－７－３３　８Ｆ 029-302-3771



茨城県 文教堂水戸店 310-0015 茨城県水戸市宮町1-2-4 丸井水戸店9F 029-302-8073 ●

茨城県 ブックエース 茨大前店 310-0055 茨城県水戸市袴塚3-10-32 029-224-6391 ●

茨城県 リブロひたちなか店 312-0005 茨城県ひたちなか市新光町34-1　ジョイフル本田ニューポートひたちなか店新館2Ｆ 029-265-2655

茨城県 未来屋書店 水戸内原店 313-0394 茨城県水戸市中原町西135 イオンモール水戸内原3F 029-259-9151 ●

茨城県 WonderGOO 鹿島店 314-0135 茨城県神栖市掘割3-3-20 0299-93-9611

茨城県 TSUTAYA 鹿嶋南店 314-0135 茨城県神栖市堀割3-2-17 0299-90-1633 ●

茨城県 WonderGOO 北茨城店 319-1559 茨城県北茨城市中郷町上桜井2268 0293-30-0061

茨城県 WonderGOO 常陸大宮店 319-2135 茨城県常陸大宮市石沢梶内1802 0295-54-0311

栃木県 うさぎやTSUTAYA 作新学院前店 320-0046 栃木県宇都宮市西一の沢2-1 028-647-1391

栃木県 うさぎやTSUTAYA 宇都宮戸祭店 320-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町３６５ 028-625-3212

栃木県 TSUTAYA 宇都宮インターパーク店 321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク１丁目３番地３ 028-688-4188

栃木県 TSUTAYA 宇都宮南店 321-0147 栃木県宇都宮市針ヶ谷町４７２番地７ 028-655-2300

栃木県 うさぎやTSUTAYA 簗瀬店 321-0925 栃木県宇都宮市東簗瀬１丁目４１－３ 028-610-9701

栃木県 うさぎやTSUTAYA 宇都宮駅東口店 321-0954 栃木県宇都宮市元今泉４－１９－１６ 028-651-3500

栃木県 TSUTAYA 宇都宮竹林店 321-0974 栃木県宇都宮市竹林町５４９番地１ 028-616-1808

栃木県 うさぎやTSUTAYA 宇都宮テクノ店 321-3226 栃木県宇都宮市野高谷町729 028-670-8771 ●

栃木県 TSUTAYA 鹿沼店 322-0024 栃木県鹿沼市晃望台２２－１ 0289-63-1180

栃木県 TSUTAYA 小山ロブレ店 323-0023 栃木県小山市中央町３丁目７－１ ロブレ小山２Ｆ 028-530-0010

栃木県 TSUTAYA 小山城南店 323-0829 栃木県小山市東城南４－１８－６ 0285-28-7178

栃木県 ブックセンターりーぶる 325-0048 栃木県那須塩原市材木町3-5 0287-62-7575

栃木県 TSUTAYA 佐野店 327-0031 栃木県佐野市田島町５１番地 028-386-7003

栃木県 うさぎやTSUTAYA 栃木城内店 328-0033 栃木県栃木市城内町2丁目6番23号 028-221-7351 ●

栃木県 うさぎやTSUTAYA 自治医大店 329-0403 栃木県下野市医大前3-1-1 028-544-7637 ●

栃木県 ビッグワンTSUTAYA さくら店 329-1312 栃木県サクラ市櫻野505 028-682-7001 ●

栃木県 うさぎやTSUTAYA 矢板店 329-2162 栃木県矢板市末広町２０－１ 028-743-3885

栃木県 TSUTAYA 400号西那須野店 329-2735 栃木県那須塩原市太夫塚6-232-8 0287-37-4646 ●

群馬県 WonderGOO 高崎店 370-0073 群馬県高崎市緑町4-9-1 027-363-5701

群馬県 未来屋書店高崎店 370-3521 群馬県高崎市棟高町1400 イオンモール高崎2F 027-372-7344 ●

群馬県 TSUTAYA 片貝店 371-0013 群馬県前橋市西片貝町１丁目２６４－１ 027-230-8155

群馬県 TSUTAYA 前橋荒牧店 371-0044 群馬県前橋市荒牧町１丁目２３番地４ 027-219-2600

群馬県 紀伊國屋書店前橋店 371-0801 群馬県前橋市文京町２丁目１−１けやきウォーク前橋1fけやきウォーク前橋 027-220-1830

群馬県 TSUTAYA 前橋箱田店 371-0837 群馬県前橋市箱田町４１６－１ 027-255-2888

群馬県 蔦屋書店 前橋みなみモール店 379-2143 群馬県前橋市新堀町940番 027-210-0886 ●

埼玉県 リブロ ecute大宮店 330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630 JR東日本大宮駅構内 048-648-8790 ●

埼玉県 TSUTAYA 蕨駅西口店 335-0004 埼玉県蕨市中央１－２３－１ フレスポ　ｗａｒａｂｉ　１Ｆ 048-447-8181

埼玉県 東武ブックスビーンズ戸田公園店 335-0023 埼玉県 戸田市本町4-15-1 048-291-8337 ●

埼玉県 未来屋書店 北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東1-3-1 イオン北戸田SC4F 048-449-4080 ●

埼玉県 成文堂書店 南浦和店 336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町１－２－１５第３大雄ビル１Ｆ 048-864-1057

埼玉県 TSUTAYA ハレノテラス東大宮店 337-0006 埼玉県さいたま市見沼区島町393 ハレノテラスD棟 048-680-1310 ●

埼玉県 文教堂東大宮駅ビル店 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-76-1 048-660-2444 ●

埼玉県 一清堂栄和店 338-0824 埼玉県さいたま市桜区上大久保720-2 048-853-1100

埼玉県 高砂ブックス 340-0015 埼玉県草加市高砂2-9-3 048-927-1355 ●

埼玉県 よむよむ草加松原店 340-0043 埼玉県草加市草加3-9-13　中山ビル2Ｆ 048-946-4646

埼玉県 TSUTAYA 八潮店 340-0833 埼玉県八潮市西袋1335 048-997-2277 ●

埼玉県 TSUTAYA 春日部16号線店 344-0007 埼玉県春日部市小渕153-1 0487-52-8776 ●

埼玉県 リブロ ララガーデン春日部店 344-0064 埼玉県春日部市南1-1-1 ララガーデン春日部1F 048-731-6820 ●

埼玉県 蔦屋書店 フォレオ菖蒲店 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲寺田6006番1 0480-87-0800 ●

埼玉県 TSUTAYA 加須店 347-0067 埼玉県加須市向川岸町５－１３ 0480-63-2220

埼玉県 未来屋書店 羽生店 348-0039 埼玉県羽生市川崎2-281-3 048-563-3063 ●

埼玉県 TSUTAYA 大利根店 349-1133 埼玉県加須市琴寄111 0480-31-7788

埼玉県 TSUTAYA 坂戸八幡店 350-0223 埼玉県坂戸市八幡１丁目３番２１号 049-299-4401

埼玉県 よむよむ坂戸入西店 350-0269 埼玉県坂戸市にっさい花みず木2-14-3 049-282-4646

埼玉県 TSUTAYA 鶴ヶ島店 350-0809 埼玉県川越市鯨井新田4-10 0492-39-1922 ●

埼玉県 WonderGOO 川越店 350-1106 埼玉県川越市大字小室385-1 049-265-7131

埼玉県 宮脇書店朝霞店 351-0011 埼玉県朝霞市本町1-38-43 048-460-3809

埼玉県 みやかわ本店 353-0004 埼玉県志木市本町1-11-32 048-487-1112

埼玉県 リブロ ららぽーと富士見店 354-0022 埼玉県富士見市山室1丁目1313ららぽーと富士見 1階1260 049-275-1090 ●

埼玉県 東武ブックスふじみ野店 354-0036 埼玉県富士見市フジミ野東1-1-1ふじみ野ナーレ2F 049-269-4644 ●

埼玉県 蔦屋書店東松山店 355-0048 埼玉県東松山市あづま町４丁目８番３号 0493-31-0077

埼玉県 パルコブックセンター新所沢店 359-1111 埼玉県所沢市緑町1-2-1　新所沢パルコ3Ｆ 04-2998-8175

埼玉県 うさぎやTSUTAYA 新所沢店 359-1111 埼玉県所沢市緑町1-1-11　新所沢グリーンハイツ 04-2929-3040

埼玉県 アシーネ所沢店 359-1116 埼玉県所沢市東町5-22　ダイエー所沢店7Ｆ 0429-28-4876

埼玉県 うさぎやTSUTAYA 所沢山口店 359-1148 埼玉県所沢市小手指台２３番地の１ 042-925-5033

埼玉県 文教堂熊谷ニットーモール店 360-0032 埼玉県熊谷市銀座2-245 ニットーモール4F 048-520-2031 ●

埼玉県 宮脇書店行田持田店 361-0056 埼玉県行田市持田964-1 048-554-6300

埼玉県 TSUTAYA 上尾原市店 362-0021 埼玉県上尾市原市1-18 048-720-2565

埼玉県 TSUTAYA 伊奈店 362-0802 埼玉県北足立郡伊奈町大字羽貫字前田431-1 048-720-7846 ●

埼玉県 リブロ鴻巣店 365-0038 埼玉県鴻巣市本町1-2　ｅｌｕｍｉこうのすショッピングモール3Ｆ 048-540-7124

埼玉県 TSUTAYA 籠原店 366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目7-2 048-570-6166 ●

埼玉県 蔦屋書店 本庄早稲田店 367-0030 埼玉県本庄市早稲田ノ杜2丁目1-46 0495-27-3310 ●

埼玉県 グリーンブック　寄居店 369-1203 埼玉県大里郡寄居町寄居1759 048-581-4448

千葉県 三省堂書店 カルチャーステーション千葉店 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル4F 043-224-1881 ●

千葉県 三省堂書店そごう千葉店 260-0028 千葉県千葉市中央区新町１０００番そごう千葉店８Ｆ 043-245-8331

千葉県 幕張 蔦屋書店 261-0024 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心グランモール 043-306-7361 ●

千葉県 TSUTAYA 土気店 267-0067 千葉県千葉市緑区あすみが丘東２丁目２６番地７ 043-295-4678

千葉県 ときわ書房 本八幡店 272-0021 千葉県市川市八幡2-15-10パティオ5F 047-336-3354 ●

千葉県 ジュンク堂書店 南船橋店 273-0012 千葉県船橋市浜町2-2-7 ビビット南船橋1階 047-401-0330 ●

千葉県 TSUTAYA 津田沼店 275-0026 千葉県習志野市谷津１－１６－１ モリシア　１Ｆ 047-470-2299

千葉県 ときわ書房八千代台店 276-0031 千葉県八千代市八千代台北1-1-1 アピアビル3F 047-481-5580 ●

千葉県 TSUTAYA 佐倉店 285-0819 千葉県佐倉市寺崎北６丁目１番地２ 043-486-9481

千葉県 文教堂ユーカリが丘店 285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1 ユーカリプラザ4F 043-460-5181 ●

千葉県 TSUTAYA 市原五井店 290-0050 千葉県市原市更級4丁目1-24 0436-20-1880 ●

千葉県 TSUTAYA 木更津店 292-0044 千葉県木更津市太田2丁目5-1 0438-20-2811 ●

千葉県 未来屋書店 木更津店 292-0835 千葉県木更津市築地1-4 イオンモール木更津2階 0438-30-6207 ●

千葉県 蔦屋書店茂原店 297-0012 千葉県茂原市六ツ野八貫野２７８５番１ 0475-27-2332

千葉県 WonderGOO 茂原店 297-0016 千葉県茂原市木崎2272 0475-20-5022 ●

千葉県 BOOKSえみたす君津店 299-1152 千葉県君津市久保1-1-1　アピタ君津店1Ｆ 0439-50-3351

東京都 HMV&BOOKS SHIBUYA 150-0041 東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷 modi 内 5F,6F,7F 03-5784-3270 ●

東京都 アニメガ池袋サンシャインアルタ店 170-8630 東京都豊島区東池袋3-1-3 池袋サンシャインシティ アルタ 1F 03-6912-7221 ●



東京都 アニメガ 池袋マルイ店 171-0021 東京都豊島区西池袋3-28-13 7F 03-6907-3070 ●

東京都 三省堂書店 池袋本店 171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目28-1 西武池袋本店 別館 書籍館 03-6864-8900 ●

東京都 三省堂書店アトレ秋葉原1 101-0021 東京都千代田区外神田1-17-16　アトレ秋葉原1、2Ｆ 03-5289-3827

東京都 丸善 お茶の水店 101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-8 瀬川ビル1F 03-3295-5581 ●

東京都 TSUTAYA BOOK STORE 神谷町駅前店 105-0001 東京都港区虎ノ門5-2-5　神谷町ＭＴコート1・2Ｆ 03-3436-1600

東京都 TSUTAYA 新橋店 105-0004 東京都港区新橋4-11-1　ＴＫ新橋ビル1・Ｂ1Ｆ 03-5405-2100

東京都 book express ecute上野店 110-0005 東京都台東区上野7-1-1JR上野駅構内3F 03-5826-5684 ●

東京都 BOOK EXPRESS ecute赤羽店 115-0045 東京都北区赤羽1丁目1番1号JR赤羽駅構内 03-5249-4192 ●

東京都 文教堂青戸店 125-0062 東京都葛飾区青戸3丁目36−1ユアエルム青戸 03-3838-5931 ●

東京都 あゆみBOOKS瑞江店 132-0011 東京都江戸川区瑞江２－５－１ドーミー瑞江１Ｆ 03-3698-5281

東京都 未来屋書店東雲店 135-0062 東京都江東区東雲1-9-10　イオン東雲ＳＣ2Ｆ 03-5144-8088

東京都 有隣堂 アトレ亀戸店 136-0071 東京都江東区亀戸5-1-1 アトレ亀戸5F 03-5628-1231 ●

東京都 フタバ図書ＴＥＲＡ南砂町店 136-0075 東京都江東区新砂3-4-31 SUNAMO3F 03-5677-0800 ●

東京都 未来屋書店南砂店 136-0076 東京都江東区南砂6-7-15　ジャスコ南砂店3Ｆ 03-5677-3850

東京都 TSUTAYA 大崎駅前店 141-0032 東京都品川区大崎2-10-1 03-5434-2600

東京都 TSUTAYA 大森町駅前店 143-0015 東京都大田区大森西３－２０－１３ 03-5471-4488

東京都 SHIBUYA TSUTAYA 150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-6 03-5459-2000 ●

東京都 TSUTAYA 幡ケ谷店 151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷２－１２－１ 幡ヶ谷中央第二ビル 03-3377-0991

東京都 TSUTAYA 三軒茶屋店 154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワ-2F 03-5431-7788 ●

東京都 文教堂二子玉川店 158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1二子玉川ライズS.C.タウンフロント6F 03-5797-5168 ●

東京都 紀伊國屋書店 新宿本店 160-0022 東京都新宿区新宿3ー17ー7 03-3354-0131 ●

東京都 TSUTAYA 鷺宮店 165-0032 東京都中野区鷺宮３丁目４６番１２号 03-5327-3388

東京都 TSUTAYA 新大久保店 169-0072 東京都新宿区大久保2-5-20 シティプラザ新宿 1F･2F 03-3204-0302 ●

東京都 TSUTAYA IKEBUKURO AKビル店 170-0013 東京都豊島区東池袋1-2-9 03-6384-4650

東京都 東武ブックス 池袋北店 171-0021 東京都豊島区西池袋1-1-21 池袋駅西口地下街 03-3982-2777 ●

東京都 TSUTAYA 光が丘店 175-0093 東京都板橋区赤塚新町３－１５ 03-5997-0422

東京都 パルコブックセンター吉祥寺店 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1吉祥寺パルコB2F 0422-21-8122 ●

東京都 TSUTAYA 三鷹北口店 180-0006 東京都武蔵野市中町１－１７－４ １．モンテローザ三鷹ビル 0422-37-5588

東京都 真光書店本店 182-0024 東京都調布市布田1-36-8 042-487-2222 ●

東京都 TSUTAYA 調布駅南口店 182-0026 東京都調布市小島町2丁目51-3 ロイヤルプラザ 042-484-5881 ●

東京都 蔦屋書店フレスポ府中店 183-0046 東京都府中市西原町１－６－２ 042-358-3500

東京都 TSUTAYA 武蔵小金井店 184-0015 東京都小金井市貫井北町２－１１－３ 042-380-7211

東京都 TSUTAYA 東村山店 189-0003 東京都東村山市久米川町５－３－１ 042-397-4801

東京都 オリオン書房 ノルテ店 190-0012 東京都立川市曙町2-92-38パークアベニュー3F 042-522-1231 ●

東京都 オリオン書房 ルミネ立川店 190-0012 東京都立川市曙町2-1-1立川駅ターミナルビル7F 042-527-2311 ●

東京都 オリオン書房サザン店 190-0023 東京都立川市柴崎町３－２－１サザン２Ｆ 042-525-3111

東京都 よむよむザ・モールみずほ店 190-1203 東京都西多摩郡瑞穂町高根６２３ザ・モールみずほ１６２Ｆ 042-568-4646

東京都 未来屋書店多摩平の森店 191-0062 東京都日野市多摩平2-4-1　イオンモール多摩平の森　2F 042-589-6331

東京都 文教堂南大沢店 192-0364 東京都八王子市南大沢2-28-1ガレリア･ユギ5階 042-679-8190 ●

東京都 蔦屋書店八王子楢原店 193-0803 東京都八王子市楢原町８１９番地１ 042-628-7770

東京都 有隣堂 町田モディ店 194-0013 東京都町田市原町田6-2-6 042-739-5231 ●

東京都 文教堂ホビー・アニメガ町田店 194-0013 東京都町田市原町田6-6-14 町田ジョルナB2 042-851-7272 ●

東京都 TSUTAYA 福生店 197-0022 東京都福生市本町３６ 042-530-7311

東京都 未来屋書店東久留米店 203-0023 東京都東久留米市南沢5-17-62　イオンモール東久留米２Ｆ 042-451-5885

東京都 TSUTAYA 羽村店 205-0002 東京都羽村市栄町２－３－３ 042-578-0003

神奈川県 有隣堂 アトレ川崎店 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1アトレ川崎4F 044-200-6831 ●

神奈川県 有隣堂 武蔵小杉東急スクエア店 211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-472武蔵小杉東急スクエア 044-738-2160 ●

神奈川県 TSUTAYA 向ヶ丘遊園店 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２０５２ 044-931-6667

神奈川県 リブロ横浜ジョイナス店 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1　横浜ジョイナス3階 045-328-1601

神奈川県 TSUTAYA はまりん横浜駅店 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-9　市営地下鉄横浜駅構内Ｂ1Ｆ 045-328-3783

神奈川県 アニメガ横浜ビブレ店 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-15-13横浜ビブレ8F 045-620-0970 ●

神奈川県 TSUTAYA 横浜みなとみらい店 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-7-1　ミッドスクウェア1Ｆ 045-227-7676

神奈川県 伊勢原書店城山店 220-0105 神奈川県相模原市緑区城山町久保沢1-4-12 042-782-8824

神奈川県 BOOKSえみたすピアゴ大口店 221-0015 神奈川県横浜市神奈川区神之木町2番30号ピアゴ大口店B1階 045-439-0117

神奈川県 TSUTAYA シァルプラット東神奈川店 221-0044 神奈川県 横浜市神奈川区東神奈川1丁目29番 シァルプラット東神奈川3Ｆ 045-450-7083

神奈川県 TSUTAYA 片倉町店 221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉町2-71-10 045-488-4161

神奈川県 天一書房大倉山店 222-0031 神奈川県横浜市港北区太尾町394-3　吉原ビル 045-545-0301

神奈川県 三省堂書店 新横浜店 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45 045-478-5520 ●

神奈川県 天一書房綱島店 223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西1-6-19 045-543-0100

神奈川県 天一書房日吉店 223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉2-1-1　日吉東急南館3Ｆ 045-565-0211

神奈川県 蔦屋書店港北ミナモ店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央２丁目７番１号 045-594-0065

神奈川県 紀伊國屋書店イオンモール座間店 228-0012 神奈川県座間市広野台2-10-4 イオンモール座間 3F 046-298-0580

神奈川県 青馬堂書店 230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向６－１２－８ 045-571-4603

神奈川県 山陽堂書店 230-0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦１丁目１０−３ 045-501-8549

神奈川県 有隣堂 伊勢佐木町本店 231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-4-1 045-261-1231 ●

神奈川県 TSUTAYA 港南中央店 233-0004 神奈川県横浜市港南区港南中央通１２－３１ Ｇｏｏｄａｙ　Ｐｌａｃｅ 045-840-5361

神奈川県 浜書房バーズ店 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-1-3　バーズ3Ｆ 045-831-6939

神奈川県 浜書房サンモール店 235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台4-1-1-214 045-832-5455

神奈川県 アシーネ金沢八景店 236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-27-1　ダイエー3Ｆ 045-786-9942

神奈川県 TSUTAYA 横須賀粟田店 239-0845 神奈川県横須賀市栗田２－６－６ 046-849-8611

神奈川県 未来屋書店 大和鶴間店 242-0004 神奈川県大和市鶴間1-2-1 イオンモール大和2F 0462-00-3025 ●

神奈川県 未来屋書店大和店 242-0015 神奈川県大和市下和田1216-1　イオン大和ＳＣ2Ｆ 046-279-6906

神奈川県 有隣堂 厚木店 243-0018 神奈川県厚木市中町2-6三成ほてい屋ビル 0462-23-4111 ●

神奈川県 TSUTAYA 愛甲石田店 243-0035 神奈川県厚木市愛甲１－９－１２ 諸星愛甲ビル　１Ｆ 046-290-0124

神奈川県 TSUTAYA さがみ野駅前店 243-0401 神奈川県海老名市東柏ヶ谷３－３－１５ 相鉄ライフ　２Ｆ 046-292-0281

神奈川県 未来屋書店海老名店 243-0432 神奈川県海老名市中央2-4-1　イオン海老名店3Ｆ 046-292-2860

神奈川県 三省堂書店 海老名店 243-0432 神奈川県海老名市中央1-1-1VINAWALK1番館4F 0462-34-7149 ●

神奈川県 有隣堂 戸塚モディ店 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町10戸塚モディ4F 045-881-2661 ●

神奈川県 BOOKSえみたす戸塚店 244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町769-1　アピタ戸塚3Ｆ 045-869-2911

神奈川県 天一書房瀬谷店 246-0014 神奈川県横浜市瀬谷区中央３－６ 045-303-2601

神奈川県 TSUTAYA 南足柄店 250-0106 神奈川県南足柄市怒田２８０５番地５ 0465-71-1220

神奈川県 TSUTAYA 蛍田店 250-0854 神奈川県小田原市飯田岡40-1 0465-37-1611

神奈川県 有隣堂 テラスモール湘南店 251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 4階401区画 046-638-2121 ●

神奈川県 有隣堂 藤沢店 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢2-1-1名店ビル2･3･4･5階 0466-26-1411 ●

神奈川県 TSUTAYA 相武台店 252-0011 神奈川県 座間市相武台1-17-5 046-251-0167

神奈川県 有隣堂 ミウィ橋本店 252-0143 神奈川県相模原市橋本3丁目28番1号ミウィ4F 042-700-7680 ●

神奈川県 未来屋書店 相模原店 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵2-10-1 イオンモール相模原店2F 0427-30-5401 ●

神奈川県 未来屋書店茅ヶ崎中央店 253-0041 神奈川県茅ケ崎市茅ケ崎3-5-16　ジャスコ茅ケ崎店3Ｆ 0467-84-1146

神奈川県 TSUTAYA 平塚真土店 254-0014 神奈川県平塚市四之宮２－１２－８ 0463-24-7555



神奈川県 TSUTAYA フレスポ小田原シティーモール店 256-0813 神奈川県小田原市前川120 0465-47-1121 ●

神奈川県 伊勢原書店秦野店 257-0031 神奈川県秦野市曽屋5909-3 046-383-0841

神奈川県 TSUTAYA COMBOX246秦野店 257-0055 神奈川県秦野市鈴張町５－３０ 0463-83-0900

新潟県 文信堂書店長岡店 940-0061 新潟県長岡市城内町1-611-1 ココロ長岡2F 0258-36-1360 ●

新潟県 蔦屋書店長岡新保店 940-0875 新潟県長岡市新保６丁目２２２番地 0258-22-6300

新潟県 蔦屋書店長岡古正寺店 940-2103 新潟県長岡市古正寺町３５０番地 0258-29-5030

新潟県 知遊堂上越国府店 942-0086 新潟県上越市加賀町12?10 025-545-5668 ●

新潟県 蔦屋書店 上越インター店 943-0171 新潟県上越市藤野新田1174-2 025-526-1800 ●

新潟県 蔦屋書店高田西店 943-0893 新潟県上越市大貫４丁目４番２２号 025-527-5255

新潟県 蔦屋書店六日町店 949-6681 新潟県南魚沼市余川３３２２－２ 025-770-2070

新潟県 紀伊國屋書店新潟店 950-0088 新潟県新潟市中央区中央区万代1-5-1　ＬＯＶＥＬＡ万代6Ｆ 025-241-5281

新潟県 蔦屋書店横越バイパス店 950-0210 新潟県新潟市江南区横越上町５丁目１番６号 025-383-2300

新潟県 蔦屋書店竹尾インター店 950-0893 新潟県新潟市東区はなみずき３丁目３番１号 025-272-1500

新潟県 蔦屋書店新潟中央インター店 950-1151 新潟県新潟市中央区湖南４番８ 025-283-7010

新潟県 蔦屋書店新通店 950-2035 新潟県新潟市西区新通１２７２ 025-211-1000

新潟県 蔦屋書店ベルパルレ寺尾店 950-2054 新潟県新潟市西区寺尾東２－９－４３ 025-268-0505

新潟県 蔦屋書店佐渡佐和田店 952-1302 新潟県佐渡市市野沢８２ 0259-57-4100

新潟県 知遊堂三条店 955-0083 新潟県三条市荒町2-25-4 0256-36-7171 ●

新潟県 蔦屋書店新津店 956-0035 新潟県新潟市秋葉区程島１８６５－１ 0250-24-5900

新潟県 蔦屋書店 新発田店 957-0063 新潟県新発田市新栄町3-1-31 0254-26-1900 ●

富山県 BOOKSなかだ魚津店 937-0046 富山県魚津市上村木413-1 0765-24-9905

富山県 BOOKSなかだ掛尾本店　Comic-Labo 939-8212 富山県富山市掛尾町180-1 076-492-1217 ●

石川県 文苑堂書店 示野本店 920-0059 石川県金沢市戸板西1丁目7番地 076-267-7007 ●

石川県 文苑堂書店 鳴和店 920-0805 石川県金沢市小金町７−１２ 076-253-2002

石川県 未来屋書店金沢フォーラス店 920-0849 石川県金沢市堀川新町3-1 金沢フォーラス5F 076-224-8030 ●

石川県 BOOKSえみたす金沢店 921-8022 石川県金沢市中村町10-20　アピタ金沢店2Ｆ 076-226-3169

福井県 TSUTAYA 福井高柳店 910-0837 福井県福井市高柳３丁目２２０３ 0776-52-7211

福井県 BOOKSポピー 910-0854 福井県福井市御幸3丁目9−13 0776-27-4003 ●

福井県 TSUTAYA 神明店 916-0029 福井県鯖江市北野町１５字１番地 0778-51-3311

福井県 じっぷじっぷ種池店 918-8031 福井県福井市種池町6-12-1 0776-35-9400

山梨県 未来屋書店甲府昭和店 409-3852 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 055-269-5311

山梨県 よむよむ新敷島店 400-0124 山梨県甲斐市中下条三島ノ木1080-1 055-277-7771 ●

山梨県 TSUTAYA 南アルプスガーデン店 400-0305 山梨県南アルプス市十五所685-3 055-282-6751 ●

山梨県 TSUTAYA 甲府バイパス店 400-0814 山梨県甲府市上阿原町373 055-235-1241 ●

長野県 蔦屋書店長野川中島店 381-2217 長野県長野市稲里町中央２－１２－１ 026-284-8700

長野県 蔦屋書店 須坂店 382-0045 長野県須坂市井上770 026-246-6008 ●

長野県 蔦屋書店佐久小諸店 384-0808 長野県小諸市御影新田２２９１－１ 0267-24-1500

長野県 蔦屋書店 諏訪中洲店 392-0015 長野県諏訪市中洲5762-1 0266-57-5100 ●

長野県 TSUTAYA 伊那店 396-0009 長野県伊那市日影４５０ 0265-74-2155

岐阜県 BOOKSえみたすラスパ御嵩店 505-0126 岐阜県可児郡御嵩町上恵辻西畑1052-1　2Ｆ 0574-66-5351

静岡県 TSUTAYA すみや三島店 411-0902 静岡県駿東郡清水町玉川１５７－１ 055-981-8151

静岡県 BOOKSえみたすアピタ富士吉原店 417-0071 静岡県富士市国久保2-1-10　アピタ富士吉原店2Ｆ 0545-54-0010

静岡県 谷島屋富士宮店 418-0053 静岡県富士宮市宮北町71 0544-22-8020 ●

静岡県 TSUTAYA すみや函南店 419-0123 静岡県田方郡函南町間宮３２９－１ 055-978-7377

静岡県 谷島屋流通通り店 420-0803 静岡県静岡市葵区千代田7-10-33 054-262-2321 ●

静岡県 文教堂アニメガ静岡109店 420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町6番地ノ1 静岡109 4F 054-653-6151 ●

静岡県 TSUTAYA グランリバー大井川店 421-0218 静岡県焼津市下江留１４３３－１ ショッピングタウングランリバー１号館 054-664-0880

静岡県 谷島屋高松店 422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-27-3 054-237-4411

静岡県 TSUTAYA 静岡西脇店 422-8044 静岡県静岡市駿河区西脇１１－１ 054-288-8887

静岡県 BOOKSえみたす焼津店 425-0086 静岡県焼津市小土567-3　 054-620-8851

静岡県 谷島屋浜松本店 430-0926 静岡県浜松市中区砂山町6-1メイワンビル8F 053-457-4165 ●

静岡県 TSUTAYA 佐鳴台店 432-8061 静岡県浜松市西区入野町621-1 053-447-8090 ●

静岡県 谷島屋イオンモール浜松志都呂店 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂2-37-1 イオンモール浜松志都呂3階 053-415-1341 ●

静岡県 谷島屋サンストリート浜北店 434-0041 静岡県浜松市浜北区平口２８６１サンストリート浜北１Ｆ 053-584-3025

静岡県 三原屋書店アピタ店 436-0043 静岡県掛川市大池2826　アピタ掛川1Ｆ 0537-23-5258

静岡県 宮脇書店掛川店 436-0071 静岡県掛川市仁藤48-2 0537-21-0005

静岡県 TSUTAYA 袋井国本店 437-0012 静岡県袋井市国本２５４３－１ 0538-44-6100

静岡県 TSUTAYA すみや磐田南店 438-0047 静岡県磐田市豊島３１５－１ 0538-21-0701

静岡県 谷島屋書店ららぽーと磐田店 438-0801 静岡県磐田市高見丘1200番地ららぽーと磐田1F 0538-59-0358 ●

愛知県 精文館書店　幸店 441-8113 愛知県豊橋市西幸町浜地5-2 0532-37-3620 ●

愛知県 TSUTAYA ウイングタウン岡崎店 444-0814 愛知県岡崎市羽根町字小豆坂3番地ウィングタウン内 0564-72-5080 ●

愛知県 宮脇書店刈谷店 448-0007 愛知県刈谷市東境町京和1　ロックＳＰタウン刈谷内 0566-61-9151

愛知県 TSUTAYA ブックセンター名豊刈谷店 448-0038 愛知県刈谷市稲場町3丁目303 0566-21-7121 ●

愛知県 TSUTAYA ミユキモール庄内通店 451-0016 愛知県名古屋市西区庄内通リ1-40-1 052-522-9602 ●

愛知県 星野書店近鉄パッセ店 453-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1−2−2近鉄パッセ 052-581-4796 ●

愛知県 光書店TSUTAYA 高畑店 454-0911 愛知県名古屋市中川区高畑2-18-2 052-351-5113

愛知県 BOOKSえみたすアピタ鳴海店 458-0844 愛知県名古屋市緑区鳴海町伝冶山３－９ 052-893-0611

愛知県 TSUTAYA 瀬戸店 489-0971 愛知県瀬戸市西本地町2丁目222番地1 0561-97-3655 ●

愛知県 宮脇書店尾西店 494-0001 愛知県一宮市開明流58-1 0586-47-7111

三重県 TSUTAYA 桑名サンシパーク店 511-0947 三重県桑名市大仲新田154 サンシパーク内 0594-33-4557 ●

三重県 TSUTAYA 鈴鹿中央通店 513-0806 三重県鈴鹿市算所町字山之相417-1 059-373-4860 ●

三重県 TSUTAYA 鈴鹿店 513-0824 三重県鈴鹿市道伯町2515フレスポ鈴鹿内 059－375-5061 ●

三重県 宮脇書店久居インター店 514-1101 三重県津市久居明神町風早2534-1 059-254-5851 ●

三重県 TSUTAYA ミタス伊勢店 516-0008 三重県伊勢市船江1丁目10-21 0596-20-6630 ●

三重県 ブックスアルデ 名張アピタ店 518-0413 三重県名張市下奈知黒田3100-1 0595-68-8550 ●

滋賀県 本のがんこ堂アクア店 523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町179 アクア21 3F 0748-38-5671 ●

京都府 ＪＱストア京都店 600-8005 京都府京都市下京区四条通柳馬場東入 エイシンビル 075-255-0654 ●

京都府 ふたば書房紫野店 603-8235 京都府京都市北区紫野下御輿町6-1 075-431-5528

京都府 ふたば書房山科店 607-8013 京都府京都市山科区安朱中小路町５−９ 075-592-3530

京都府 TSUTAYA AVIX福知山店 620-0933 京都府福知山市東羽合町149番地 0773-24-4566 ●

大阪府 アニメガ梅田ロフト店 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-7 梅田ロフト7階 06-4256-6114 ●

大阪府 リブロイオンモール鶴見店 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1　イオンモール鶴見リーファ4Ｆ 06-6915-2600

大阪府 紀伊國屋書店 高槻店 569-1116 大阪府高槻市白梅町4-1 西武高槻店オーロラモール5F 0726-86-1195 ●

大阪府 TSUTAYA 八戸ノ里店 577-0801 大阪府東大阪市小阪3丁目1番11号E-1号 06-6783-2888 ●

大阪府 TSUTAYA 八尾老原店 581-0092 大阪府八尾市老原1丁目13-2 072-924-5101 ●

大阪府 TSUTAYA リノアス八尾店 581-0803 大阪府八尾市光町2-60 072-990-5411 ●

大阪府 紀伊國屋書店 泉北店 590-0115 大阪府堺市南区茶山台1-3-1 パンジョ4F 072-292-1631 ●

大阪府 紀伊國屋書店 堺北花田店 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12-136 イオンモール堺北花田プラウ4F 072-246-5566 ●

兵庫県 アニメガ三宮店 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1-201-2 078-335-5801 ●



兵庫県 紀伊國屋書店 神戸店 651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 そごう5F 078-265-1607 ●

兵庫県 喜久屋書店 北神戸店 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1　イオンＳＣ3Ｆ 078-983-3755

兵庫県 知恵蔵書店兵庫店 652-0897 兵庫県神戸市兵庫区駅南通15-1 078-578-5005

兵庫県 FUTABA＋プリコ垂水店 655-0027 兵庫県神戸市垂水区神田町1-20PLico垂水 078-708-5528 ●

兵庫県 イレブン書店尼崎店 660-0881 兵庫県尼崎市昭和通９－３２２ 06-6415-0651

兵庫県 TSUTAYA 阪急伊丹駅前店 664-0851 兵庫県伊丹市中央１－１－１ 伊丹ショッピングデパート　Ｂ１Ｆ 072-785-1722

兵庫県 未来屋書店姫路大津店 671-1146 兵庫県姫路市大津区大津町2-5　イオン姫路大津ＳＣ2Ｆ 079-230-0023

兵庫県 リブロ西明石店 673-0005 兵庫県明石市小久保2-7-20 プリコ西明石2F 078-926-0214

兵庫県 リブロ明石店 673-0886 兵庫県明石市東仲ノ町7　アスピア明石南館内 078-919-4600

兵庫県 TSUTAYA BOOK STORE パークタウン加古川ミーツテラス 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町173-1 079-453-5200 ●

兵庫県 ファミリーマート西村書店加西店 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾一本松285-1 0790-42-5008 ●

兵庫県 TSUTAYA 高砂米田店 676-0807 兵庫県高砂市米田町島23 079-433-1131 ●

兵庫県 TSUTAYA フレスポ赤穂店 678-0232 兵庫県赤穂市中広2-8 0791-46-1515 ●

奈良県 ジャパンブックス生駒南店 630-0257 奈良県生駒市元町1-3-27 074-375-3255

奈良県 未来屋書店天理店 632-0074 奈良県天理市東井戸堂町381 0743-69-6702

奈良県 宮脇書店田原本店 636-0247 奈良県磯城郡田原本町阪手180-1 0744-32-0705

和歌山県 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店 640-8421 和歌山県和歌山市松江鵜ノ島1469-1 073-480-5900 ●

島根県 ブックス文化の友 黒田店 690-0876 島根県松江市黒田町465-1 085-260-5290

岡山県 三省堂書店 岡山駅店 700-0024 岡山県岡山市北区駅元町1-1 サンステーションテラス岡山 北館2F 086-801-1881 ●

岡山県 TSUTAYA 大安寺店 700-0066 岡山県岡山市北区野殿西町３２９－１ 086-253-1717

岡山県 TSUTAYA 津島モール店 700-0085 岡山県岡山市北区津島南1-2-7 TSUSHIMA MALL 2F 086-251-9292 ●

岡山県 丸善岡山シンフォニービル店 700-0822 岡山県岡山市北区表町1-5-1　岡山シンフォニービルＢ1Ｆ 086-233-4640

岡山県 未来屋書店岡山店 700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-2-1 086-803-5571

岡山県 フタバ図書MEGA岡山青江店 700-0944 岡山県岡山市南区泉田22-3 086-803-6011

岡山県 啓文社岡山本店 700-0973 岡山県岡山市北区下中野377-1 086-805-1123 ●

岡山県 TSUTAYA AZ岡南店 702-8056 岡山県岡山市南区築港新町2丁目1-15 086-263-9154 ●

岡山県 美作ブックセンター 707-0004 岡山県美作市入田２３７ 0868-72-6110

岡山県 津山ブックセンターアルネ店 708-0065 岡山県津山市新魚町17　アルネ津山3Ｆ 0868-31-2068

岡山県 津山ブックセンターイオン店 708-0842 岡山県津山市河辺1000-1 0868-21-0051

岡山県 津山ブックセンター本店 708-0842 岡山県津山市河辺１１５０－８ 0868-26-4047

岡山県 TSUTAYA 山陽店 709-0816 岡山県赤磐市下市４１３－１ 086-955-9933

岡山県 ブックプラザAZ茶屋町店 709-1121 岡山県倉敷市茶屋町601-2 086-420-0205

岡山県 TSUTAYA 中島店 710-0803 岡山県倉敷市中島２２３６番１０３ 086-460-3939

岡山県 TSUTAYA 水島店 712-8032 岡山県倉敷市北畝5-685-1 086-456-6965

岡山県 津山ブックセンター真庭店 719-3204 岡山県真庭市久世町惣152-1 0867-42-4408

広島県 啓文社コア春日店 721-0907 広島県福山市春日町5丁目1番3号 084-941-0909 ●

広島県 フタバ図書アルティ福山本店 721-0961 広島県福山市明神町1-14-20 084-973-8780

広島県 フタバ図書MEGA中筋店 731-0122 広島県広島市安佐南区中筋4-11-7 082-830-0600

広島県 フタバ図書アルティアルパーク北棟店 733-0863 広島県広島市西区草津4丁目－1 082-270-5730

広島県 フタバ図書TERA広島府中店 735-0021 広島県安芸郡府中町大須2丁目1-1-3022 082-561-0770 ●

広島県 フタバ図書海田店 736-0042 広島県安芸郡海田町南大正町3-33 082-820-0622

山口県 フタバ図書GIGAフレスタモール岩国店 740-0021 山口県岩国市室の木町1-5-5 0827-30-0300

山口県 フタバ図書GIGA防府店 747-0823 山口県防府市鐘紡町7-1　イオンタウン防府1Ｆ 0835-26-0260

山口県 文榮堂　ゆめタウン山口店 753-0251 山口県山口市大内千坊6丁目9-1 ゆめタウン山口2F 083-928-7760 ●

山口県 文榮堂山口大学前店 753-0831 山口県山口市平井775 083-923-2319

山口県 幸太郎本舗 TSUTAYA 宇部店 755-0047 山口県宇部市島３－３－８ 0836-34-5060

徳島県 紀伊國屋書店徳島店 770-0000 徳島県徳島市寺島本町西1-5 そごう徳島店 8F 088-602-1611

徳島県 TSUTAYA 田宮店 770-0004 徳島県徳島市南田宮2-2-46 088-632-4151 ●

徳島県 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店 771-1202 徳島県板野郡藍住町東中須88-1　ゆめタウン徳島店2Ｆ 088-692-0513

徳島県 宮脇書店鴨島店 776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島318-7 0883-24-2424

香川県 TSUTAYA 西宝店 760-0004 香川県高松市西宝町2丁目7-47 087-837-3180 ●

香川県 宮脇書店本店 760-0029 香川県高松市丸亀町4-8 087-851-3733 ●

香川県 文教堂アニメガ高松店 760-0054 香川県高松市常磐町1丁目3番地1号 コトデン瓦町ビル6F 087-813-1319 ●

香川県 TSUTAYA 高松サンシャイン通り店 761-0301 香川県高松市林町２２１７番２１ 087-864-5532

香川県 宮脇書店香西店 761-8014 香川県高松市香西南町103-1 087-881-5348

香川県 宮脇書店丸亀バサラ店 763-0072 香川県丸亀市山北町50-1 0877-58-2560

香川県 宮脇書店フジ丸亀店 763-0092 香川県丸亀市川西町1280-12　フジグラン丸亀内 0877-58-7363

香川県 TSUTAYA 丸亀郡家店 763-0093 香川県丸亀市郡家町領家1860-1 0877-58-6500 ●

香川県 宮脇書店イオンタウン宇多津店 769-0202 香川県綾歌郡宇多津町浜２－１６ 0877-35-7712

愛媛県 TSUTAYA BOOK STORE 重信 791-0216 愛媛県東温市野田３丁目１－１３ 089-909-9588

高知県 TSUTAYA 中万々店 780-0972 高知県高知市中万々809 088-875-0320 ●

高知県 TSUTAYA 土佐道路店 780-8052 高知県高知市鴨部3-24-17 088-844-5914 ●

高知県 TSUTAYA 高須店 781-8104 高知県高知市高須一丁目17-21 088-861-0011 ●

高知県 TSUTAYA 南国店 783-0006 高知県南国市篠原194番地1 088-864-0008 ●

福岡県 ブックセンター クエスト門司大里店 800-0042 福岡県北九州市門司区上馬寄1-16-5 093-372-6602

福岡県 未来屋書店 八幡東店 805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102 イオン八幡東SC2F 093-663-1377 ●

福岡県 クエスト黒崎井筒屋店 806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎2丁目3-15 093-643-5530 ●

福岡県 未来屋書店 黒崎店 806-0036 福岡県北九州市八幡西区曲里町4-1イオンタウン黒崎2F 093-644-0211 ●

福岡県 TSUTAYA 天神駅前福岡ビル店 810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-1-17 福岡駅ビル2F 092-717-6001 ●

福岡県 TERAイオンモール福岡店 811-2300 福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２－１－２００１ 092-939-7200

福岡県 未来屋書店福津店 811-3209 福岡県福津市日蒔野６丁目１６−１ 0940-38-5052

福岡県 積文館書店　小田部店 814-0032 福岡県福岡市早良区小田部4-5-50 092-843-0003

福岡県 フタバ図書GIGA春日店 816-0851 福岡県春日市昇町7-1 092-589-6622

福岡県 TSUTAYA 前原店 819-1102 福岡県糸島市高田５丁目２３－６ 092-323-2956

福岡県 ブックセンタークエスト　エマックス久留米 830-0032 福岡県久留米市東町上天神田316-2　エマックス久留米4Ｆ 0942-38-3301

福岡県 BOOKSあんとく三潴店 830-0101 福岡県久留米市三瀦町早津崎先真田892 0942-64-5656

福岡県 積文館書店大川店 831-0016 福岡県大川市酒見215-1 0944-85-8821 ●

福岡県 TSUTAYA 積文館書店 八女店 834-0005 福岡県八女市大島字茶ノ木田182-1 0943-22-5115 ●

福岡県 TSUTAYA積文館書店 ゆめタウン大牟田店 836-0807 福岡県大牟田市旭町2-28-1 0944-59-8210 ●

佐賀県 TSUTAYA 積文館書店 鹿島店 849-1311 佐賀県鹿島市高津原四本松3639-1 0954-63-5139 ●

長崎県 TSUTAYA 遊ING浜町店 850-0853 長崎県長崎市浜町2-35 095-825-6766 ●

熊本県 蔦屋書店 熊本三年坂 860-0801 熊本県熊本県熊本市中央区安政町1−2 096-212-9111 ●

熊本県 BOOKSあんとく山鹿店 861-0501 熊本県山鹿市山鹿黒田754-1 0968-43-6166

熊本県 蔦屋書店　嘉島 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２ 096-235-2211

熊本県 BOOKSあんとく荒尾店 864-0041 熊本県荒尾市荒尾4160-2 0968-66-2668

熊本県 カメヤ本店 869-0431 熊本県宇土市本町4丁目42番地 0964-22-0015 ●

熊本県 蔦屋書店 小川町 869-0606 熊本県宇城市小川町河江1-1 096-443-5131 ●

大分県 リブロ大分わさだ店 870-1198 大分県大分市玉沢楠本755　トキハわさだタウン2街区3Ｆ 097-588-8859

宮崎県 蔦屋書店 宮崎高千穂通り 880-0805 宮崎県宮崎市橘通東4-8-1 0985-61-6711 ●



鹿児島県 ブックスミスミ オプシアミスミ店 890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目3-5 099-813-7012 ●

鹿児島県 ブックスミスミ七ッ島店 891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄5-1-10 099-260-0231

沖縄県 TSUTAYA 那覇新都心店 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4-2-8 098-860-1316 ●

沖縄県 リブロリウボウBC店 900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-1-1　デパートリウボウ7Ｆ 098-867-1725

沖縄県 TSUTAYA 壺川店 900-0025 沖縄県那覇市字壺川３丁目１－１９ 098-853-2696

沖縄県 宮脇書店糸満店 901-0364 沖縄県糸満市潮崎2-2　潮崎シティ内 098-840-9380

沖縄県 TSUTAYA 国場店 902-0074 沖縄県那覇市仲井真373 098-836-0771

沖縄県 TSUTAYA 首里店 903-0807 沖縄県那覇市首里久場川町２－１２２－１首里りうぼう１Ｆ 098-885-0988

沖縄県 未来屋書店北谷店 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜8-3イオン北谷SC２F 098-982-7611

沖縄県 TSUTAYA 泡瀬店 904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬４－５－７ 098-934-5412

沖縄県 TSUTAYA 名護店 905-0021 沖縄県名護市東江５丁目５番３５号名嘉ビル１Ｆ 098-053-5991


