
■空母いぶきカレー　取扱店一覧

都道府県 書店名 都道府県 書店名

青森県 成田本店 みなと高台店 広島県 TSUTAYA 坂店

青森県 成田本店 つくだ店 広島県 フタバ図書 広大前店

青森県 成田本店 サンロード店 広島県 フタバ図書 GIGA呉駅レクレ店

秋田県 TSUTAYA 横手店 広島県 啓文社 ゆめタウン呉店

秋田県 TSUTAYA 大仙店 広島県 啓文社 イオン三原店

秋田県 TSUTAYA 仁井田店 広島県 フタバ図書 アルティ福山本店

秋田県 TSUTAYA 広面店 広島県 フタバ図書 GIGA宇品店

秋田県 TSUTAYA 川尻店 広島県 フタバ図書 アルティアルパーク北棟店

岩手県 BOOKS AMERICAN 北上店 広島県 フタバ図書 ソフトピア八本松店

岩手県 MORIOKA TSUTAYA 広島県 フタバ図書 GIGA本通店

岩手県 ㈲文化堂 広島県 啓文社 コア春日店

宮城県 ブックセンター湘南 幸町店 広島県 啓文社 コア福山西店

宮城県 八文字屋書店 SELVA店 広島県 フタバ図書 GIGA上安店

宮城県 八文字屋書店 泉店 広島県 フタバ図書 三次店

宮城県 あゆみBOOKS 仙台一番町店 広島県 フタバ図書 TERA店

宮城県 金港堂 泉パークタウン店 広島県 フタバ図書 ジ アウトレット広島店

宮城県 TSUTAYA 築館店 広島県 フタバ図書 GIGA五日市店

山形県 八文字屋 北店 広島県 啓文社 BOOKS PLUS 緑町

山形県 ファミリーマート ハラトク書店 米沢店 広島県 啓文社 コア神辺店

福島県 MEDIA PARK MIDORI 桑野店 広島県 啓文社 新浜店

福島県 TSUTAYA レオクラブ 船引店 広島県 啓文社 西条店

福島県 TSUTAYA レオクラブ 川俣店 広島県 TSUTAYA フジグラン東広島店

福島県 スクラム 鏡石店 広島県 フタバ図書 GIGA広島駅前店

栃木県 うさぎや TSUTAYA 宇都宮テクノ店 広島県 TSUTAYA 啓文社可部店

茨城県 フタバ図書 TERA守谷店 広島県 フタバ図書 大竹店

東京都 リブロ 浅草店 広島県 フタバ図書 GIGA祇園店

東京都 あゆみBOOKS 田町店 広島県 フタバ図書 MEGA中筋店

東京都 文教堂 浜松町店 広島県 フタバ図書 ソフトピア広店

東京都 SHIBUYA TSUTAYA 広島県 フタバ図書 ラフォーレソフトピア本店

東京都 三省堂書店 経堂店 広島県 フタバ図書 可部センター店

東京都 フタバ図書 TERA南砂町店 広島県 フタバ図書 五日市福屋店

東京都 あゆみBOOKS 瑞江店 広島県 TSUTAYA 安東店

東京都 リブロ 一之江店 鳥取県 鳥取ブックセンター 郡家店

東京都 あゆみBOOKS 杉並店 鳥取県 TSUTAYA 角盤町店

東京都 文禄堂 荻窪店 山口県 フタバ図書 GIGA防府店

東京都 リブロ 光が丘店 山口県 都野書店 ゆめタウン柳井店

東京都 リブロ 福生店 山口県 幸太郎本舗 TSUTAYA宇部店

東京都 オリオン書房 サザン店 山口県 フタバ図書 GIGA岩国店

東京都 オリオン書房 ノルテ店 山口県 ブックランド都野 宇部店

東京都 オリオン書房 アレア店 山口県 ブックランド都野 サンリブ下松店

東京都 オリオン書房 イオンモールむさし村山店 山口県 ブックランド都野 南岩国店

東京都 よむよむ ザ・モールみずほ店 山口県 文榮堂 本店

東京都 CROSSBOOKS EQUiA北千住中央店 山口県 文栄堂 ゆめタウン山口店

千葉県 柏の葉蔦屋書店 山口県 文榮堂 山口大学前店

千葉県 ファミリーマート クロスブックス 我孫子店 山口県 文榮堂 サンパークあじす店

千葉県 三省堂書店カルチャーステーション千葉 香川県 TSUTAYA 宇多津店

埼玉県 CROSSBOOKS EQUiA動物公園駅店 香川県 TSUTAYA 丸亀郡家店

埼玉県 TSUTAYA 鶴ケ島店 愛媛県 TSUTAYA WILL 朝生田店

埼玉県 TSUTAYA BOOKSTORE ふじみ野店 高知県 TSUTAYA いの店

埼玉県 CROSSBOOKS せんげん台店 高知県 TSUTAYA 中万々店

埼玉県 リブロ 鴻巣店 高知県 TSUTAYA 野市店

埼玉県 よむよむ 草加松原店 高知県 TSUTAYA 高岡店

埼玉県 よむよむ 草加谷塚駅前店 高知県 TSUTAYA 安芸店

埼玉県 リブロ ララガーデン春日部店 高知県 TSUTAYA 四万十店

神奈川県 天一書房 綱島店 高知県 TSUTAYA 南国店

神奈川県 リブロ 東戸塚店 福岡県 積文館書店 新天町本店

神奈川県 三省堂書店 海老名店 福岡県 ブックスタジオ博多駅店

神奈川県 よむよむ 原当麻駅前店 福岡県 TSUTAYA BOOKSTORE マークイズ福岡ももち店



神奈川県 三省堂書店 新横浜店 福岡県 積文館書店 小田部店

神奈川県 天一書房 日吉店 福岡県 積文館書店 大牟田店

神奈川県 天一書房 瀬谷店 福岡県 TSUTAYA 上津店

神奈川県 よむよむ 横浜仲町台店 福岡県 TSUTAYA 天神駅前福岡ビル店

静岡県 谷島屋 ららぽーと磐田店 福岡県 TSUTAYA AVクラブ 神松寺店

静岡県 長倉書店 サントムーン店 福岡県 蔦屋書店 コマーシャルモール博多

静岡県 谷島屋 高松店 福岡県 TSUTAYA 和白店

静岡県 谷島屋 サンストリート浜北店 福岡県 積文館書店 筑紫野店

静岡県 谷島屋 本沢合店 福岡県 TSUTAYA 前原店

静岡県 谷島屋 浜松本店 福岡県 積文館書店 本城店

愛知県 星野書店 近鉄パッセ店 福岡県 TSUTAYA 中間店

愛知県 TSUTAYA バロー戸田店 福岡県 ブックセンタークエスト 黒崎井筒屋店

愛知県 TSUTAYA ウイングタウン岡崎店 福岡県 ブックセンタークエスト 小倉本店

愛知県 TSUTAYA FASもとまち店 福岡県 TSUTAYA 柳川店

愛知県 TSUTAYA 中部国際空港店 福岡県 ブックセンタークエスト 鞘ヶ谷店

愛知県 TSUTAYA 岡崎インター店 福岡県 フタバ図書 GIGA春日店

愛知県 TSUTAYA 半田店 福岡県 積文館書店 ザ・モール春日店

愛知県 TSUTAYA イオンタウン弥富店 福岡県 フタバ図書 TERA福岡イオンモール店

愛知県 TSUTAYA 春日井店 福岡県 ブックセンタークエスト 門司大里店

愛知県 TSUTAYA 瀬戸店 福岡県 TSUTAYA 積文館書店 シュロアモール店

岐阜県 コスモブックセンター 福岡県 蔦屋書店 イオンモール筑紫野

岐阜県 TSUTAYA 大垣店 福岡県 フタバ図書GIGA今宿店

山梨県 よむよむ 増坪店 福岡県 TSUTAYA 積文館書店 薬院店

山梨県 よむよむ フレスポ甲府東店 福岡県 ブックセンタークエスト 大手町店

山梨県 TSUTAYA 甲府バイパス店 福岡県 TSUTAYA サンリブきふね店

山梨県 よむよむ イッツモア双葉店 福岡県 積文館書店 大野城店

山梨県 よむよむ 新敷島店 福岡県 TSUTAYA 合川店

富山県 BOOKSなかだ 魚津店 福岡県 積文館書店 高田店

富山県 BOOKSなかだ 掛尾本店Comic-Labo 福岡県 TSUTAYA 積文館書店 八女店

富山県 BOOKSなかだ ファボーレ店 福岡県 積文館書店 前原店

石川県 金澤文苑堂 示野本店 福岡県 ブックセンタークエスト エマックス久留米店

石川県 金澤文苑堂 TSUTAYA金沢店 福岡県 TSUTAYA 積文館書店 ゆめタウン大牟田店

石川県 金澤文苑堂 TSUTAYA有松店 福岡県 積文館書店 大川店

石川県 金澤文苑堂 鳴和店 佐賀県 TSUTAYA 鳥栖店

石川県 金澤文苑堂 羽咋店 佐賀県 ファミリーマート 積文館書店 三日月店

石川県 BOOKSなかだ イオンモールかほく店 佐賀県 TSUTAYA 積文館書店 佐大通り店

福井県 TSUTAYA 福井高柳店 佐賀県 積文館書店 佐賀駅店

福井県 TSUTAYA ワイプラザ武生店 佐賀県 積文館書店 江北店

滋賀県 TSUTAYA BOOKSTORE Oh！Me大津テラス店 佐賀県 積文館書店 伊万里店

三重県 TSUTAYA 桑名店 佐賀県 積文館書店 上峰店

三重県 TSUTAYA 四日市店 佐賀県 積文館書店 有田店

三重県 TSUTAYA 鈴鹿中央通店 佐賀県 TSUTAYA 積文館書店 鹿島店

三重県 TSUTAYA 笹川店 長崎県 TSUTAYA 深堀店

三重県 TSUTAYA 伊勢上地店 長崎県 TSUTAYA ココアドバンス有家店

三重県 TSUTAYA ミタス伊勢店 長崎県 TSUTAYA ココアドバンス大村店

大阪府 紀伊國屋書店 梅田本店 長崎県 オックスフォード福江店

大阪府 リブロなんばウォーク店 熊本県 蔦屋書店 熊本三年坂

大阪府 知恵蔵書店 古川橋店 熊本県 蔦屋書店 嘉島

大阪府 ダイハン書房 高槻店 熊本県 TSUTAYA さくらの森店

大阪府 水嶋書房 くずは駅店 熊本県 TSUTAYA 田崎店

大阪府 TSUTAYA 八戸ノ里店 熊本県 TSUTAYA AVクラブ 琴平店

大阪府 TSUTAYA リノアス八尾店 熊本県 TSUTAYA AVクラブ 健軍店

兵庫県 小林書店 熊本県 蔦屋書店 小川町

兵庫県 ダイハン書房 園田本店 熊本県 TSUTAYA AVクラブ 清水バイパス店

兵庫県 知恵蔵書店 兵庫店 熊本県 TSUTAYA AVクラブ 玉名店

兵庫県 TSUTAYA フレスポ赤穂店 熊本県 TSUTAYA AVクラブ 光の森店

兵庫県 TSUTAYA AVIX豊岡店 大分県 TSUTAYA 光吉店

岡山県 啓文社 岡山本店 大分県 TSUTAYA 森町店

岡山県 TSUTAYA AZ岡南店 大分県 TSUTAYA 中津店

岡山県 TSUTAYA 古新田店 大分県 TSUTAYA 別府上人ヶ浜店

岡山県 フタバ図書 MEGA岡山青江店 宮崎県 TSUTAYA 小林店

岡山県 紀伊國屋書店 クレド岡山店 宮崎県 TSUTAYA AVクラブ 大塚台店

岡山県 TSUTAYA 中島店 宮崎県 TSUTAYA 江平店

岡山県 TSUTAYA AZ平井店 宮崎県 蔦屋書店 宮崎高千穂通り



岡山県 津山ブックセンター アルネ店 宮崎県 ブックスミスミ日向店

岡山県 TSUTAYA AZ玉野店 鹿児島県 TSUTAYA 吉野店

岡山県 津山ブックセンター イオン店 鹿児島県 ブックスミスミ オプシア

岡山県 津山ブックセンター 本店 鹿児島県 TSUTAYA 川内中央店

岡山県 津山ブックセンター 真庭店 鹿児島県 TSUTAYA プラッセ種子島店

広島県 啓文社 ポートプラザ店 鹿児島県 TSUTAYA 加世田店

広島県 フタバ図書 海田店 鹿児島県 ブックスミスミ 鹿屋店


