
北海道
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　旭川店 070-0031 北海道旭川市１条通８－１０８フィール旭川５Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　札幌店 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西１－８－２高桑ビルＢ２～４Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 函館栄好堂　丸井今井店 040-0011 北海道函館市本町３２－１５函館丸井今井６Ｆ

文教堂 文教堂　新札幌ＤＵＯ店 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央二条５－６－２ＤＵＯ１　４Ｆ

文教堂 文教堂　北野店 004-0863 北海道札幌市清田区北野三条２－１３－５５

文教堂 文教堂　平岸店 062-8642 北海道札幌市豊平区平岸三条２－１－２４中昭ビル内

文教堂 文教堂　宮の森店 064-0953 北海道札幌市中央区宮の森三条１－５－３５

文教堂 文教堂　琴似駅前店 063-0812 北海道札幌市西区琴似二条１－１－２０

文教堂 カルチャーエージェント文教堂新千歳空港店 066-0012 北海道千歳市美々　新千歳空港内国内線旅客ターミナルビル２Ｆ

文教堂 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日之出ビルＢ１Ｆ・Ｂ２Ｆ

文教堂 文教堂　北４９条店 007-0849 北海道札幌市東区北四十九条東８－３－５

文教堂 文教堂　新千歳空港店 066-0012 北海道千歳市美々新千歳空港ターミナルビル１Ｆ

文教堂 文教堂　新道店 007-0870 北海道札幌市東区伏古十条５－２－１

文教堂 文教堂　札幌ルーシー店 003-0021 北海道札幌市白石区栄通１８－５

文教堂 文教堂　西野３条店 063-0033 北海道札幌市西区西野三条４－８

文教堂 文教堂　湯ノ川店 042-0932 北海道函館市湯川町１－３４－１５コープ湯川店２Ｆ

文教堂 文教堂　函館昭和店 041-0812 北海道函館市昭和１－２９－３函館昭和タウンプラザ内

三省堂書店 三省堂書店　札幌店 060-0005 北海道札幌市中央区北五条西２－５ＪＲタワー札幌ステラプレイス５Ｆ

三省堂書店 留萌ブックセンターｂｙ三省堂書店 077-0014 北海道留萌市南町４－７３－１

三省堂書店 三省堂書店　函館営業所川原店 041-0844 北海道函館市川原町４－１８

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌琴似店 063-0814 北海道札幌市西区琴似四条１－１－１コルテナⅠ１Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　中標津店 086-1126 北海道標津郡中標津町西六条北１－１

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　サーモンパーク店 066-0021 北海道千歳市東郊１－４－１－３

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

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　岩見沢店 068-0010 北海道岩見沢市十条東１－１－１

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　倶知安店 044-0031 北海道虻田郡倶知安町南一条西１－２７

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　深川店 074-0005 北海道深川市五条２０－１

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　札幌本店 060-0005 北海道札幌市中央区北五条西５－７ｓａｐｐｏｒｏ５５

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　厚別店 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央二条５－７－２サンピアザ３Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　オーロラタウン店 060-0042 北海道札幌市中央区大通西１－１４－２

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　千歳店 066-0012 北海道千歳市美々新千歳空港ターミナルビル２Ｆ

アニメイト アニメイト　札幌 060-0062 北海道札幌市中央区南二条西１－５丸大ビル２Ｆ

アニメイト アニメイト　旭川 070-0032 北海道旭川市２条通７－２２７－１マルカツデパート４Ｆ

アニメイト アニメイト　函館 041-0806 北海道函館市美原１－４－３エスポワール石沢３Ｆ

アニメイト アニメイト　イオン釧路 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木１－１－７イオン釧路２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　旭川駅前店 070-0030 北海道旭川市宮下通７－２－５イオンモール旭川駅前３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　苫小牧店 053-0053 北海道苫小牧市柳町３－１－２０イオンモール苫小牧２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　発寒店 063-8585 北海道札幌市西区発寒八条１２－１－１イオンモール札幌発寒２Ｆ

青森県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　弘前中三店 036-8182 青森県弘前市土手町４９－１中三弘前６Ｆ

文教堂 文教堂　つがる柏店 038-3107 青森県つがる市柏稲盛幾世４１イオン柏ショッピングセンター２Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前店 036-8084 青森県弘前市高田２－１－１

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

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ニュータウン店 039-1111 青森県八戸市東白山台１－１－３５

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前樹木店 036-8228 青森県弘前市樹木５－９－１

アニメイト アニメイト　八戸ラピア 031-0801 青森県八戸市江陽２－１４－１ラピア２Ｆ

アニメイト アニメイト　青森 030-0862 青森県青森市古川１－１４－５フクシスポーツビル４Ｆ

アニメイト アニメイト　弘前 036-8003 青森県弘前市駅前町９－２０ＨＩＲＯＲＯ４Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　新七戸店 039-2501 青森県上北郡七戸町荒熊内６７－９９０イオン七戸十和田駅前店１Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　青森西店 038-0006 青森県青森市三好２－３－１９マエダガーラモール店２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　八戸店 031-8585 青森県八戸市江陽２－１４－１ラピア３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　十和田店 034-0041 青森県十和田市相坂字六日町山１６６－１イオンＳｕＣ十和田店１Ｆ

岩手県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　盛岡店 020-0022 岩手県盛岡市大通２－８－１４ＭＯＳＳビル３Ｆ・４Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店 021-0055 岩手県一関市山目泥田７－２



TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　水沢店 023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河慶徳８７

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　一関中央店 021-0007 岩手県一関市上日照２－３

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　花巻店 025-0016 岩手県花巻市高木第１６地割６８－６銀河モール内

アニメイト アニメイト　盛岡 020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通７－１２はちや盛岡駅前ビル２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　矢巾店 028-3615 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅第７地割３７６

宮城県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 丸善　仙台アエル店 980-6101 宮城県仙台市青葉区中央１－３－１ＡＥＲ　１Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　利府店 981-0112 宮城県宮城郡利府町新中道２－２－１

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台荒井店 984-0017 宮城県仙台市若林区なないろの里３－３－２８

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　愛子店 989-3122 宮城県仙台市青葉区栗生７－４－６

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　岩沼店 989-2412 宮城県名取市堀内６８

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　古川バイパス店 989-6223 宮城県大崎市古川城西１５

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　富谷大清水店 981-3329 宮城県富谷市大清水２－１３－１

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　築館店 987-2272 宮城県栗原市築館留場桜１０－５

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　大崎古川店 989-6136 宮城県大崎市古川穂波３－４－１

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　仙台店 982-0011 宮城県仙台市太白区長町７－２０－３ザ・モール仙台長町３Ｆ

アニメイト アニメイト　仙台 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央４－１－１仙台駅前イービーンズ７Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　新利府北館店 981-0112 宮城県宮城郡利府町利府新屋田前２２イオンモール新利府北館２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　新利府南館店 981-0114 宮城県宮城郡利府町新中道３－１－１イオンモール新利府南館２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　名取店 981-1294 宮城県名取市杜せきのした５－３－１イオンモール名取３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　仙台中山店 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山１－３５－５７

未来屋書店 未来屋書店　亘理店 989-2324 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北１００亘理ＳＣ内

秋田県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　秋田店 010-0874 秋田県秋田市千秋久保田町４－２秋田オーパ６Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　能代店 016-0186 秋田県能代市下野３２－５

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　中野店 010-0146 秋田県秋田市下新城中野琵琶沼３８４－１

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　大館店 017-0046 秋田県大館市清水２－１－７３

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　由利本荘店 015-0851 秋田県由利本荘市中梵天１２４

アニメイト アニメイト　秋田 010-0001 秋田県秋田市中通２－８－１フォンテＡＫＩＴＡ　Ｂ１

未来屋書店 未来屋書店　秋田店 010-1413 秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－１イオンモール秋田２Ｆ

未来屋書店 ミライア　本荘店 015-0843 秋田県由利本荘市東梵天２５７

未来屋書店 未来屋書店　中仙店 014-0203 秋田県大仙市北長野字袴田１８８イオン中仙店１Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　大曲店 014-0033 秋田県大仙市和合字坪立１７７イオンモール大曲１Ｆ

山形県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 戸田書店　山形店 990-0885 山形県山形市嶋北４－２－１７

丸善・ジュンク堂書店 戸田書店　三川店 997-1317 山形県東田川郡三川町成田新田３８３－３

アニメイト アニメイト　山形 990-0039 山形県山形市香澄町３－２－１山交ビル２Ｆ

未来屋書店 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地内３４街区イオンモール天童２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　酒田北店 998-0018 山形県酒田市泉町２０１イオンタウン酒田

未来屋書店 未来屋書店　酒田南店 998-0828 山形県酒田市あきほ町１２０－１イオン酒田南店２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　東根店 999-3720 山形県東根市さくらんぼ駅前３－７－１５イオン東根店２Ｆ

福島県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　郡山店 963-8004 福島県郡山市中町１３－１うすい百貨店９Ｆ

TSUTAYA みどり書房　桑野店 963-8032 福島県郡山市下亀田１６－１６

TSUTAYA みどり書房　白河店 961-0054 福島県白河市北中川原１６１－１

TSUTAYA ブックエース　上荒川店 970-8034 福島県いわき市平上荒川島田５

TSUTAYA みどり書房　福島南店 960-8153 福島県福島市黒岩字浜井場２４－１

アニメイト アニメイト　郡山 963-8002 福島県郡山市駅前１－１６－７ＡＴｉ郡山店８Ｆ

アニメイト アニメイト　イオンいわき 970-8026 福島県いわき市平三倉６８－１イオンいわき店３Ｆ

アニメイト アニメイト　福島 960-8031 福島県福島市栄町１－１エスパル福島４Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　郡山フェスタ店 963-0534 福島県郡山市日和田町字小原１イオン郡山フェスタ店２Ｆ



茨城県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 丸善　日立店 317-0073 茨城県日立市幸町１－１６－１イトーヨーカドー日立店４Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　水戸京成店 310-0026 茨城県水戸市泉町１－６－１京成百貨店８Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋南店 314-0135 茨城県神栖市堀割１－２－２５

アニメイト アニメイト　水戸 310-0015 茨城県水戸市宮町１－２－４マイムビルＢ１Ｆ

アニメイト アニメイト　イオンモール土浦 300-0811 茨城県土浦市上高津３６７イオンモール土浦３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　水戸内原店 319-0317 茨城県水戸市内原２－１イオンモール水戸内原３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　西代店 300-0726 茨城県稲敷市西代１４９５ＳＣパルナ２Ｆ

栃木県
法人様 書店名 〒 住所

TSUTAYA ハートブックス　若草本店 324-0021 栃木県大田原市若草１－７２１－１

TSUTAYA ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店 329-1312 栃木県さくら市櫻野５０５

TSUTAYA ハートブックス　黒磯店 325-0025 栃木県那須塩原市下厚崎２６４－５

TSUTAYA ｂｉｇｏｎｅ　ｂｏｏｋｓ　鹿沼店 322-0024 栃木県鹿沼市晃望台２２－１

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

TSUTAYA ビッグワンツタヤ　今市店 321-1261 栃木県日光市今市１０９１－１

TSUTAYA ビッグワンツタヤ　真岡店 321-4363 栃木県真岡市亀山１－２０－４

TSUTAYA ハートブックス　４００号西那須野店 329-2735 栃木県那須塩原市太夫塚６－２３２－８

TSUTAYA ビッグワン　竹林店 321-0974 栃木県宇都宮市竹林町５４９－１

TSUTAYA ビッグワンツタヤ　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１－３－３

TSUTAYA ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮南店 321-0147 栃木県宇都宮市針ケ谷町４７２－７

TSUTAYA ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　佐野店 327-0031 栃木県佐野市田島町５１

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡおやまハーヴェストウォーク 323-0014 栃木県小山市喜沢１４７５ハーヴェストウォーク内

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

アニメイト アニメイト　宇都宮 320-0803 栃木県宇都宮市曲師町２－８宇都宮フェスタ５Ｆ

アニメイト アニメイト　ロブレ小山 323-0023 栃木県小山市中央町３－７－１ロブレ４Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　小山店 323-0806 栃木県小山市中久喜１４６７－１イオンモール小山２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　栃木店 328-8501 栃木県栃木市箱森町３７－９イオン栃木店２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　佐野新都市店 327-0821 栃木県佐野市高萩町１３２４－１イオンモール佐野新都市１Ｆ

群馬県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 戸田書店　桐生店 376-0006 群馬県桐生市新宿２－５－７

丸善・ジュンク堂書店 戸田書店　前橋本店 371-0013 群馬県前橋市西片貝町４－１６－７

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　渋川店 377-0008 群馬県渋川市渋川２０６３－２２

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　江木店 370-0046 群馬県高崎市江木町２８

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

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　大泉店 370-0521 群馬県邑楽郡大泉町住吉５７－３

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　安中店 379-0133 群馬県安中市原市４０９

TSUTAYA 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

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　前橋荒牧店 371-0044 群馬県前橋市荒牧町１－２３－４

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　前橋店 371-0801 群馬県前橋市文京町２－１－１けやきウォーク前橋１Ｆ

アニメイト アニメイト　高崎 370-0052 群馬県高崎市旭町３４－５旭町ビル２Ｆ

アニメイト アニメイト　イオンモール太田 373-0808 群馬県太田市石原町８１イオンモール太田２Ｆ

未来屋書店 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

埼玉県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　大宮高島屋店 330-8511 埼玉県さいたま市大宮区大門町１－３２大宮高島屋７Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　丸広百貨店飯能店 357-0025 埼玉県飯能市栄町２４－４丸広百貨店飯能店６Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　丸広百貨店東松山店 355-0016 埼玉県東松山市材木町１９－３０丸広百貨店東松山店５Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　桶川店 363-0022 埼玉県桶川市若宮１－５－２桶川マイン３Ｆ

文教堂 文教堂　朝霞マルエツ店 351-0011 埼玉県朝霞市本町１－１２－１０マルエツ朝霞店３Ｆ

文教堂 文教堂　川口駅店 332-0015 埼玉県川口市川口１－１－１ＣＵＰＯ・ＬＡ３Ｆ

文教堂 文教堂　東川口店 333-0811 埼玉県川口市戸塚３－３５－１４

文教堂 文教堂　岩槻店 339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町２－５－１ヤオコー岩槻西町店２Ｆ

文教堂 文教堂　狭山店 350-1304 埼玉県狭山市狭山台１－４

文教堂 文教堂　蓮田店 349-0141 埼玉県蓮田市西新宿５－１６４

文教堂 文教堂　熊谷駅店 360-0037 埼玉県熊谷市筑波３－２０２ティアラ２１　２Ｆ



文教堂 文教堂　新座駅店 352-0011 埼玉県新座市野火止５－３－１１

三省堂書店 三省堂書店　大宮店 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－６－２そごう大宮店８Ｆ

ブックファースト ブックファースト　ルミネ川越店 350-1123 埼玉県川越市脇田本町３９－１９ルミネ川越店４Ｆ

ブックファースト ブックファースト　ルミネ大宮店 330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町６３０ルミネ大宮店　ルミネ１　６Ｆ

TSUTAYA ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　加須店 347-0033 埼玉県加須市下高柳１－２９ビバモール加須

TSUTAYA ツタヤ　ブックストア　ビーンズ戸田公園店 335-0023 埼玉県戸田市本町４－１５－１ＪＲ戸田公園駅ビル　ビーンズ戸田公園２Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　秩父店 368-0021 埼玉県秩父市下宮地町１８－９

TSUTAYA 金子書店　八潮店 340-0833 埼玉県八潮市西袋１３３５

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

TSUTAYA 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西武ＳＰ

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

TSUTAYA 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ戸田 335-0021 埼玉県戸田市新曽６６２Ｔ－ＦＲＯＮＴＥ２Ｆ

TSUTAYA ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店 358-0013 埼玉県入間市上藤沢３８７－２

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　さいたま新都心店 330-9559 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２コクーンシティコクーン１　１Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　浦和パルコ店 330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町１１－１浦和パルコ５Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　入間丸広店 358-0003 埼玉県入間市豊岡１－６－１２丸広百貨店入間店６Ｆ

アニメイト アニメイト　大宮コミック館 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－３－６高井ビル１Ｆ

アニメイト アニメイト　川越 350-1122 埼玉県川越市脇田町４－２ドン・キホーテ川越東口店４Ｆ

アニメイト アニメイト　南越谷 343-0845 埼玉県越谷市南越谷１－１５－１南越谷ラクーン２Ｆ

アニメイト アニメイト　イオン所沢 359-1116 埼玉県所沢市東町5-22 旧イオン所沢店 4F

アニメイト アニメイト　川口 332-0017 埼玉県川口市栄町３－７－１かわぐちキャスティ５Ｆ

アニメイト アニメイト　モラージュ菖蒲 346-0195 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５－１モラージュ菖蒲３Ｆ

アニメイト アニメイト　イオンレイクタウン 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン３－１－１イオンレイクタウンｍｏｒｉ　３Ｆ

アニメイト アニメイト　熊谷 360-0037 埼玉県熊谷市筑波３－１０５

アニメイト アニメイト　ららぽーと富士見 354-8560 埼玉県富士見市山室１－１３１３ららぽーと富士見３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　せんげん台店 343-0041 埼玉県越谷市千間台西３－２－１２イオンせんげん台店３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　新座店 352-0001 埼玉県新座市東北２－３２－１２イオン新座店４Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　川口店 333-0834 埼玉県川口市安行領根岸３１８０イオンモール川口３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　レイクタウン店 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン３－１－１イオンレイクタウンｍｏｒｉ　３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　入間店 358-0013 埼玉県入間市上藤沢４６２－１イオン入間店２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　春日部店 344-0122 埼玉県春日部市下柳森田４２０－１イオンモール春日部店３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　大井店 356-0050 埼玉県ふじみ野市ふじみ野１－２－１イオン大井店３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　北戸田店 335-0032 埼玉県戸田市美女木東１－３－１イオンモール北戸田３Ｆ

千葉県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　柏モディ店 277-0005 千葉県柏市柏１－２－２６柏モディ５Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　津田沼店 275-0026 千葉県習志野市谷津７－７－１Ｌｏｈａｒｕ津田沼Ｂ棟２Ｆ・３Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 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１Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　舞浜イクスピアリ店 279-8529 千葉県浦安市舞浜１－４イクスピアリ内１０１

文教堂 文教堂　行徳店 272-0133 千葉県市川市行徳駅前１－１９－１西友行徳店４Ｆ

文教堂 文教堂　浦安西友店 279-0002 千葉県浦安市北栄１－１４－１西友浦安店パート２　４Ｆ

文教堂 文教堂　小倉台店 264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町１７５４

文教堂 文教堂　茂原店 297-0026 千葉県茂原市茂原１０

文教堂 文教堂　下総中山駅店 273-0035 千葉県船橋市本中山２－１７－２０

三省堂書店 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そごう千葉店９Ｆ

三省堂書店 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

三省堂書店 三省堂書店　イコアス千城台店 264-0005 千葉県千葉市若葉区千城台北３－２１－１イコアス千城台１Ｆ

ブックファースト ブックファースト　シャポー市川店 272-0034 千葉県市川市市川１－１－１シャポー市川１Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　北柏店 277-0812 千葉県柏市花野井１０１９－１

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン館山店 294-0047 千葉県館山市八幡５４５－１

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　柏駅前店 277-0005 千葉県柏市柏１－２－３１柏共同ビル３Ｆ

TSUTAYA ブックマルシェ　津田沼店 275-0016 千葉県習志野市津田沼１－１０－３０イトーヨーカドー津田沼店４Ｆ

TSUTAYA ブックマルシェ　我孫子店 270-1166 千葉県我孫子市我孫子４－１１－１あびこショッピングプラザ３Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　流山おおたかの森店 270-0121 千葉県流山市おおたかの森南１－５－１流山おおたかの森Ｓ・Ｃ２Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田１－６－１セブンパークアリオ柏２Ｆ

有隣堂 有隣堂　アトレ新浦安店 279-0012 千葉県浦安市入船１－１－１アトレ新浦安２Ｆ

アニメイト アニメイト　津田沼 275-0026 千葉県習志野市谷津１－１６－１モリシアビルレストラン５Ｆ

アニメイト アニメイト　千葉 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２－２２－２千葉中央駅前ビルＢ１Ｆ

アニメイト アニメイト　柏 277-0005 千葉県柏市柏１－３－１ドン・キホーテ４Ｆ

アニメイト アニメイト　松戸 271-0092 千葉県松戸市松戸１２３０－１ピアザ松戸ビルＢ１Ｆ

アニメイト アニメイト　イオンモール船橋 273-0045 千葉県船橋市山手１丁目１－８ イオンモール船橋 ２F

アニメイト アニメイト　イオンモール木更津 292-0835 千葉県木更津市築地１－４イオンモール木更津２Ｆ



アニメイト アニメイト　アリオ柏 277-0922 千葉県柏市大島田９５０－１セブンパークアリオ柏２Ｆ－２７３０

未来屋書店 未来屋書店　成田店 286-0029 千葉県成田市ウイング土屋２４イオンモール成田２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　銚子店 288-0815 千葉県銚子市三崎町２－２６６０－１イオンモール銚子２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　幕張新都心店 261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂１－５イオンモール幕張新都心　ファミリーモール

未来屋書店 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２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　柏店 277-0854 千葉県柏市豊町２－５－２５イオンモール柏２Ｆ

東京都
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　池袋本店 171-0022 東京都豊島区南池袋２－１５－５

丸善・ジュンク堂書店 丸善　丸の内本店 100-8203 東京都千代田区丸の内１－６－４丸の内ＯＡＺＯ内

丸善・ジュンク堂書店 丸善　日本橋店 103-8245 東京都中央区日本橋２－３－１０

丸善・ジュンク堂書店 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・２Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　メトロ・エム後楽園店 112-0003 東京都文京区春日１－２－３メトロ・エム後楽園３Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　有明ガーデン店 135-0063 東京都江東区有明２－１－８有明ガーデン４Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　有明ワンザ店 135-0063 東京都江東区有明３－６－１１東京ファッションタウンビル東館２Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店 150-8019 東京都渋谷区道玄坂２－２４－１東急百貨店本店７Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　吉祥寺店 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１１－５コピス吉祥寺Ｂ館６Ｆ・７Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　立川高島屋店 190-8507 東京都立川市曙町２－３９－３立川高島屋Ｓ．Ｃ．６Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合１－４６－１ココリア多摩センター５Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　大泉学園店 178-0063 東京都練馬区東大泉１－２８－１Ｇｒａｎｄ　Ｅｍｉｏ大泉学園３Ｆ

文教堂 文教堂　市ヶ谷店 102-0076 東京都千代田区五番町３－１五番町グランドビル１Ｆ

文教堂 文教堂　人形町店 103-0013 東京都中央区日本橋人形町１－１８－１２日土地人形町ビル１Ｆ

文教堂 文教堂　六本木ヒルズ店 106-6104 東京都港区六本木６－１０－１六本木ヒルズウェストウォーク４Ｆ

文教堂 カルチャーエージェント文教堂青山一丁目店 107-0062 東京都港区南青山１－１－１新青山ビルＢ１Ｆ

文教堂 文教堂　広尾店 106-0047 東京都港区南麻布４－１－２９広尾ガーデン２Ｆ

文教堂 文教堂　赤坂店 107-0052 東京都港区赤坂２－１４－２７国際新赤坂ビル東館１Ｆ

文教堂 文教堂　大崎店 141-0032 東京都品川区大崎１－６－５大崎ニューシティ１Ｆ

文教堂 文教堂　代々木上原駅店 151-0066 東京都渋谷区西原３－８－５アコルデ代々木上原２Ｆ

文教堂 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・ＳＣタウンフロント６Ｆ

文教堂 文教堂　青戸店 125-0062 東京都葛飾区青戸３－３６－１ユアエルム青戸店六番街

文教堂 文教堂　赤羽店 115-0045 東京都北区赤羽１－７－９赤羽第一葉山ビルメッツ１Ｆ・２Ｆ

文教堂 文教堂　東陽町駅前店 135-0016 東京都江東区東陽４－１－７佐藤ダイヤビル１Ｆ

文教堂 文教堂　西葛西店 134-0088 東京都江戸川区西葛西６－８－１０

文教堂 文教堂　グリーンコート店 113-0021 東京都文京区本駒込２－２８－１０文京グリーンコート　イーストウイング

文教堂 文教堂　中野坂上店 164-0012 東京都中野区本町２－４６－１中野坂上サンブライトツイン１Ｆ

文教堂 文教堂　西台店 174-0046 東京都板橋区蓮根３－９

文教堂 文教堂　成増店 175-0094 東京都板橋区成増１－２９－１５ロイヤルマンション１Ｆ

文教堂 文教堂　練馬高野台店 177-0033 東京都練馬区高野台１－７－１７大丸ピーコック２Ｆ

文教堂 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５Ｆ

文教堂 文教堂　河辺店 198-0036 東京都青梅市河辺町１０－７－１イオンスタイル河辺店４Ｆ

文教堂 文教堂　小平店 187-0042 東京都小平市仲町４３９

文教堂 文教堂　武蔵境駅前店 180-0023 東京都武蔵野市境南町２－２－３

文教堂 文教堂　成瀬店 194-0045 東京都町田市南成瀬１－３－５相鉄ローゼン３Ｆ

文教堂 文教堂　つくし野とうきゅう店 194-0001 東京都町田市つくし野１－３０－１つくし野東急ストア２Ｆ

文教堂 文教堂　あきる野とうきゅう店 197-0804 東京都あきる野市秋川１－１７－１あきる野とうきゅう４Ｆ

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

三省堂書店 三省堂書店　下北沢店 155-0031 東京都世田谷区北沢２－２５－２１大丸ピーコック下北沢店３Ｆ

三省堂書店 三省堂書店　成城店 157-0066 東京都世田谷区成城６－５－３４成城コルティ２Ｆ

三省堂書店 三省堂書店　東京駅一番街店 100-0005 東京都千代田区丸の内１－９－１東京駅一番街１Ｆ

三省堂書店 三省堂書店　神保町本店 101-0051 東京都千代田区神田神保町１－１

三省堂書店 三省堂書店　アトレ秋葉原１ 101-0021 東京都千代田区外神田１－１７－６アトレ秋葉原１　２Ｆ

三省堂書店 三省堂書店　経堂店 156-0052 東京都世田谷区経堂２－１－３３経堂コルティ２Ｆ

三省堂書店 三省堂書店　有楽町店 100-0006 東京都千代田区有楽町２－１０－１東京交通会館１Ｆ・２Ｆ

三省堂書店 三省堂書店　東京ソラマチ店 131-0045 東京都墨田区押上１－１－２東京スカイツリータウンソラマチ２Ｆ

ブックファースト ブックファースト　ルミネ新宿店 160-0023 東京都新宿区西新宿１－１－５ルミネ新宿　ルミネ１　６Ｆ

ブックファースト ブックファースト　自由が丘店 152-0035 東京都目黒区自由が丘１－８－２１メルサ自由が丘Ｐａｒｔ１地下１Ｆ

ブックファースト ブックファースト　アトレ大森店 143-0016 東京都大田区大森北１－６－１６アトレ大森４Ｆ

ブックファースト ブックファースト　五反田店 141-0022 東京都品川区東五反田２－１－２五反田東急スクエア７Ｆ

ブックファースト ブックファースト　新宿店 160-0023 東京都新宿区西新宿１－７－３モード学園コクーンタワーＢ１Ｆ

ブックファースト ブックファースト　アトレ吉祥寺店 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１－２４アトレ吉祥寺２Ｆ

ブックファースト ブックファースト　ルミネ北千住店 120-0026 東京都足立区千住旭町４２－２ルミネ北千住８Ｆ

ブックファースト ブックファースト　アトレ吉祥寺東館店 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１－２４アトレ吉祥寺東館２Ｆ



ブックファースト ブックファースト　練馬店 176-0001 東京都練馬区練馬１－５－１０

ブックファースト ブックファースト　ルミネ町田店 194-0013 東京都町田市原町田６－１－１１ルミネ町田７Ｆ

ブックファースト ブックファースト　中野店 164-0001 東京都中野区中野４－３－１中野サンクォーレ１Ｆ・２Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　下北沢 ※3/30オープン予定

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　西五反田店 141-0031 東京都品川区西五反田２－２７－４明治安田生命五反田ビル１Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　馬事公苑店 158-0098 東京都世田谷区上用賀２－４－１８コリーヌ馬事公苑１～２Ｆ

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

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

TSUTAYA ツタヤブックストア　ＥＱＵｉＡ成増店 175-0094 東京都板橋区成増２－１３－１成増南口駅ビル　ＥＱＵｉＡ成増２Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　昭島店 196-0003 東京都昭島市松原町１－５－１４

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

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

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　町田木曽店 194-0037 東京都町田市木曽西１－１７－１３

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　福生店 197-0022 東京都福生市本町３６－１

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　新宿本店Ｃ＆Ｄフォレスト 163-8636 東京都新宿区新宿３－１７－７

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　国分寺店 185-0021 東京都国分寺市南町３－２０－３ＣＥＬＥＯ国分寺８Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　玉川高島屋店 158-0094 東京都世田谷区玉川３－１７－１玉川高島屋ショッピングセンター南館５Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　イトーヨーカドー木場店 135-0042 東京都江東区木場１－５－３０イトーヨーカドー木場店２Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　笹塚店 151-0073 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４笹塚ショッピングモール１Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　小田急町田店 194-8550 東京都町田市原町田６－１２－２０小田急百貨店町田店８Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　大手町ビル店 100-0004 東京都千代田区大手町１－６－１大手町ビル１Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　西武渋谷店 150-8330 東京都渋谷区宇田川町２１－１西武渋谷店Ａ館７Ｆ

有隣堂 有隣堂　セレオ八王子店 192-0083 東京都八王子市旭町１－１セレオ八王子８Ｆ

有隣堂 有隣堂　ららぽーと立川立飛店 190-0015 東京都立川市泉町９３５－１　１３００－１ららぽーと立川立飛１Ｆ

有隣堂 有隣堂　アトレヴィ三鷹店 181-0013 東京都三鷹市下連雀３－４６－４アトレヴィ三鷹４Ｆ

有隣堂 有隣堂　グランデュオ蒲田店 144-0051 東京都大田区西蒲田７－６８－１グランデュオ蒲田西館６Ｆ

有隣堂 有隣堂　アトレ大井町店 140-0014 東京都品川区大井１－２－１アトレ大井町店５Ｆ５１３０

有隣堂 有隣堂　アトレ目黒店 141-0021 東京都品川区上大崎２－１６－９アトレ目黒１　５Ｆ

有隣堂 有隣堂　アトレ恵比寿店 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南１－５－５アトレ恵比寿５Ｆ　５０８０

有隣堂 ＳＴＯＲＹ　ＳＴＯＲＹ 160-8001 東京都新宿区西新宿１－１－３小田急百貨店新宿店　本館１０Ｆ

有隣堂 有隣堂　町田モディ店 194-0013 東京都町田市原町田６－２－６町田モディ８Ｆ

有隣堂 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

有隣堂 有隣堂　錦糸町テルミナ店 130-0022 東京都墨田区江東橋３－１４－５テルミナ４Ｆ

有隣堂 有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店 101-0028 東京都千代田区神田花岡町１－１ヨドバシＡＫＩＢＡ７Ｆ

有隣堂 有隣堂　ららぽーと豊洲店 135-0061 東京都江東区豊洲２－２－１豊洲ベイサイドクロスタワー２Ｆ

アニメイト アニメイト　池袋本店 170-0013 東京都豊島区東池袋１－２０－７

アニメイト アニメイト　町田 194-0013 東京都町田市原町田４－１１－１４コロンブスビル１・２Ｆ

アニメイト アニメイト　吉祥寺パルコ 180-8520 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－５－１吉祥寺ＰＡＲＣＯ７Ｆ

アニメイト アニメイト　錦糸町 130-0013 東京都墨田区錦糸２－１３－６Ｓ・ハルヤマビル１Ｆ

アニメイト アニメイト　八王子 192-0083 東京都八王子市旭町６－６ＰＩＯＳビル３Ｆ

アニメイト アニメイト　渋谷 150-0042 東京都渋谷区宇田川町３１－２渋谷ＢＥＡＭ３Ｆ

アニメイト アニメイト　秋葉原本館 101-0021 東京都千代田区外神田４－３－２

アニメイト アニメイト　立川 190-0023 東京都立川市柴崎町　２－３－１ＡＳＡＭＩビル３Ｆ・４Ｆ

アニメイト アニメイト　蒲田 144-0051 東京都大田区西蒲田８－４－１２　３Ｆ

アニメイト アニメイト　聖蹟桜ヶ丘オーパ 206-0011 東京都多摩市関戸４丁目７２ 聖蹟桜ヶ丘オーパ3階

アニメイト アニメイト　新宿 ※3/25移転リニューアル予定

アニメイト アニメイト　イオンモールむさし村山 208-0022 東京都武蔵村山市榎１－１－３イオンモールむさし村山３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　葛西店 134-0088 東京都江戸川区西葛西３－９－１９イオン葛西店４Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　板橋店 175-0083 東京都板橋区徳丸２－６－１イオン板橋店４Ｆ

神奈川県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 丸善　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２－３－２みなとみらい東急スクエア１　３Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ＨＡＭＡＲＵ　ラクシスフロント店 231-0005 神奈川県横浜市中区本町６－５０－１０ラクシスフロント２Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　ラゾーナ川崎店 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１ラゾーナ川崎プラザ１Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　藤沢店 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢５５９ビックカメラ７Ｆ・８Ｆ

文教堂 文教堂　ＬＩＶＩＮよこすか店 238-0013 神奈川県横須賀市平成町３－２１－４ＬＩＶＩＮよこすか２Ｆ

文教堂 文教堂　ローソン　鴨居駅東店 226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居３－１－９

文教堂 文教堂　中山とうきゅう店 226-0019 神奈川県横浜市緑区中山１－４－１中山とうきゅう４Ｆ

文教堂 文教堂　杉田とうきゅう店 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１７－１

文教堂 文教堂　すすき野とうきゅう店 225-0021 神奈川県横浜市青葉区すすき野２－５－４東急ストア２Ｆ

文教堂 文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店 238-0007 神奈川県横須賀市若松町２－３０横須賀モアーズシティ７Ｆ

文教堂 文教堂　新城駅店 211-0045 神奈川県川崎市中原区上新城２－１－１７



文教堂 文教堂　溝ノ口駅前店 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口１－３－１ノクティプラザ１－７Ｆ

文教堂 文教堂　溝ノ口本店 213-0011 神奈川県川崎市高津区久本３－１－２８

文教堂 文教堂　登戸駅店 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸３４３５

文教堂 文教堂　湘南とうきゅう店 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤字滝の沢６９８－１０湘南とうきゅう２Ｆ

文教堂 文教堂　平塚駅店 254-0807 神奈川県平塚市代官町１－１平塚ラスカ南館３Ｆ

文教堂 文教堂　入谷店 252-0029 神奈川県座間市入谷西５－３－３０

文教堂 文教堂　星ヶ丘店 252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田６－３千代田プラザ

文教堂 文教堂　中央林間店 242-0007 神奈川県大和市中央林間４－６－３エトモ中央林間２Ｆ

文教堂 文教堂　伊勢原店 259-1132 神奈川県伊勢原市桜台１－３－３伊勢原コマ４Ｆ

文教堂 文教堂　平塚店 255-0001 神奈川県中郡大磯町高麗３－２－２８

文教堂 文教堂　Ｒ４１２店 243-0816 神奈川県厚木市林１－２－１０

文教堂 文教堂　立場店 245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西１－１イトーヨーカドー立場店３Ｆ

文教堂 文教堂　鎌倉とうきゅう店 248-0006 神奈川県鎌倉市小町１－２－１１鎌倉とうきゅう６Ｆ

文教堂 文教堂　葉山店 240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色１４６５－１

三省堂書店 三省堂書店　海老名店 243-0432 神奈川県海老名市中央１－１－１ＶｉＮＡＷＡＬＫ一番館４Ｆ

三省堂書店 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キュービックプラザ新横浜８Ｆ

三省堂書店 三省堂書店　小田原店 250-0045 神奈川県小田原市城山１－１－１ＪＲ東海小田原駅構内

ブックファースト ブックファースト　モザイクモール港北店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３１－１モザイクモール港北２Ｆ

ブックファースト ブックファースト　青葉台店 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－１－１青葉台東急スクエアＳｏｕｔｈ－１別館

ブックファースト ブックファースト　ボーノ相模大野店 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野３－２－１ボーノ相模大野ＳＣ４Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　港北ミナモ店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央２－７－１

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　菊名東口店 222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名４－３－１７

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ケ峰駅前店 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰２－８２－１ココロット鶴ケ峰２Ｆ

TSUTAYA 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

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ新山下 231-0801 神奈川県横浜市中区新山下２－１２－３４

TSUTAYA ツタヤブックストア　弥生台店 245-0008 神奈川県横浜市泉区弥生台１６－３

TSUTAYA ツタヤブックストア　川崎駅前店 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町８ダイスビル５Ｆ

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

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　横須賀粟田店 239-0845 神奈川県横須賀市粟田２－６－６

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

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　横浜店 220-8510 神奈川県横浜市西区高島２－１８－１そごう横浜店７Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５－１ららぽーと横浜３Ｆ　３５０９０

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　武蔵小杉店 211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東３－１１３５－１グランツリー武蔵小杉３Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　西武東戸塚Ｓ．Ｃ．店 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３６－１西武東戸塚Ｓ．Ｃ．アネックス館７Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　イオンモール座間店 252-0012 神奈川県座間市広野台２－１０－４イオンモール座間３Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　イトーヨーカドー川崎店 210-0843 神奈川県川崎市川崎区小田栄２－２－１イトーヨーカドー川崎店３Ｆ

有隣堂 有隣堂　本店 231-8623 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町１－４－１

有隣堂 有隣堂　横浜駅西口店 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１－４－Ｂ１Ｆ

有隣堂 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ラピス戸塚１ビル　戸塚モディ４Ｆ

有隣堂 有隣堂　東急プラザ戸塚店 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１６－１東急プラザ戸塚２Ｆ

有隣堂 有隣堂　ルミネ横浜店 220-0011 神奈川県横浜市西区高島２－１６－１ルミネ横浜６Ｆ

有隣堂 有隣堂　トレッサ横浜店 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町７００トレッサ横浜北棟２Ｆ

有隣堂 有隣堂　たまプラーザテラス店 225-8535 神奈川県横浜市青葉区美しが丘１－１－２たまプラーザテラスゲートプラザ内

有隣堂 有隣堂　藤沢店 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢２－１－１名店ビル内

有隣堂 有隣堂　トレアージュ白旗店 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢２－３－１５トレアージュ白旗２Ｆ　Ｂ４区画

有隣堂 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テラスモール湘南４Ｆ　４０１区画

有隣堂 有隣堂　ららぽーと湘南平塚店 254-8510 神奈川県平塚市天沼１０－１ららぽーと湘南平塚３Ｆ

有隣堂 有隣堂　ららぽーと海老名店 243-0482 神奈川県海老名市扇町１３－１ららぽーと海老名４Ｆ

有隣堂 有隣堂　淵野辺店 252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺４－１６－３４

有隣堂 有隣堂　厚木店 243-0018 神奈川県厚木市中町２－６三成ほていやビル

有隣堂 有隣堂　センター南駅店 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央１－１市営地下鉄センター南駅構内

有隣堂 有隣堂　ラスカ小田原店 250-0011 神奈川県小田原市栄町１－１－９ラスカ小田原店５Ｆ

有隣堂 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

有隣堂 有隣堂　武蔵小杉東急スクエア店 211-8619 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３Ｆ

有隣堂 有隣堂　新百合ヶ丘エルミロード店 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－４－１小田急エルミロード４Ｆ

有隣堂 有隣堂　ミウィ橋本店 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本３－２８－１ミウィ橋本４Ｆ

アニメイト アニメイト　小田原 250-0011 神奈川県小田原市栄町１－１４－４８ジャンボーナックルＢ１

アニメイト アニメイト　藤沢 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢１９－１７ドン・キホーテ藤沢駅南口店５Ｆ

アニメイト アニメイト　横浜ビブレ 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸２－１５－１３横浜ビブレ８Ｆ

アニメイト アニメイト　本厚木 243-0018 神奈川県厚木市中町２－７－５ｗａｍｉｌｅｓ　ｈｉｋａｒｉ　ＢＬＤ２Ｆ

アニメイト アニメイト　川崎 212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ミューザ川崎２Ｆ

アニメイト アニメイト　横須賀 238-0007 神奈川県横須賀市若松町２－５－３矢島ビル６Ｆ

アニメイト アニメイト　マルイファミリー海老名 243-0432 神奈川県海老名市中央１－６－１マルイファミリー海老名５Ｆ



未来屋書店 未来屋書店　大和店 242-0023 神奈川県大和市渋谷６－６－１イオン大和ＳＣ２Ｆ

未来屋書店 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イオン金沢八景店３Ｆ

未来屋書店 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イオン相模原店２Ｆ

未来屋書店 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

未来屋書店 未来屋書店　大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間１－２－１イオンモール大和３Ｆ

新潟県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 戸田書店　長岡店 940-2024 新潟県長岡市堺町浦田３３－１

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　新潟店 950-0911 新潟県新潟市中央区笹口１－１プラーカ１　１Ｆ・Ｂ１Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　新潟店 950-0088 新潟県新潟市中央区万代１－５－１ラブラ万代６Ｆ

アニメイト アニメイト　新潟 950-0087 新潟県新潟市中央区東大通１－８－５アニメコミック館２Ｆ

アニメイト アニメイト　長岡 940-0061 新潟県長岡市城内町２－７４９－１１今井ビル３Ｆ

富山県
法人様 書店名 〒 住所

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　砺波店 939-1386 富山県砺波市幸町５－２６

TSUTAYA ツタヤブックストア　藤の木店 930-0944 富山県富山市開１３２５

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　富山店 930-0083 富山県富山市総曲輪３－８－６総曲輪フェリオ７Ｆ

アニメイト アニメイト　富山 930-0004 富山県富山市桜橋通り５－１３富山興銀ビルＢ１Ｆ

石川県
法人様 書店名 〒 住所

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店 920-0024 石川県金沢市西念４－２５－８

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　大桑店 921-8045 石川県金沢市大桑３－１７６

TSUTAYA 文苑堂書店　鳴和店 920-0805 石川県金沢市小金町７－１２

TSUTAYA 文苑堂書店　羽咋店 925-0026 石川県羽咋市石野町ホ９０

TSUTAYA ツタヤブックストア　イオンモール白山 924-0011 石川県白山市横江町土地区画整理事業施行地区内１街区

TSUTAYA 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店 921-8823 石川県野々市市粟田５－４６１

アニメイト アニメイト　金沢 920-0997 石川県金沢市竪町24番地 BELSEL3F

未来屋書店 未来屋書店　杜の里店 920-1165 石川県金沢市もりの里１－７０イオン杜の里店２Ｆ

福井県
法人様 書店名 〒 住所

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　春江店 919-0411 福井県坂井市春江町藤鷲塚３８－１０－２

TSUTAYA 文明堂書店　神明店 916-0029 福井県鯖江市北野町１５－１

TSUTAYA 文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　若杉店 918-8055 福井県福井市若杉１－３１０１

TSUTAYA 文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店 910-0803 福井県福井市高柳町２１－５－１

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　福井店 910-0006 福井県福井市中央１－８－１西武福井店７Ｆ

アニメイト アニメイト　福井 910-0006 福井県福井市中央１－８－１７テアトルビル１Ｆ

山梨県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　岡島甲府店 400-8660 山梨県甲府市丸の内１－２１－１５岡島百貨店６Ｆ

TSUTAYA 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

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

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　昭和通り店 409-3851 山梨県中巨摩郡昭和町河西１１５１－１

アニメイト アニメイト　甲府 400-0031 山梨県甲府市丸の内１－１６－２０ココリ２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　甲府昭和店 409-3852 山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内１街区イオンモール甲府昭和３Ｆ

長野県
法人様 書店名 〒 住所

文教堂 文教堂　ＪＯＹ松本店 390-0815 長野県松本市深志１－３－１１コングロＭ　３Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　北松本店 390-0841 長野県松本市渚１－７－１

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

TSUTAYA 蔦屋書店　上田大屋店 386-0152 長野県上田市大屋２１９－５

TSUTAYA 蔦屋書店　佐久野沢店 385-0053 長野県佐久市野沢２４７

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　若里店 380-0928 長野県長野市若里７－６－５

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　箕輪店 399-4603 長野県上伊那郡箕輪町三日町９３３－１



アニメイト アニメイト　長野 380-0826 長野県長野市北石堂町１４２９－１ショッピングプラザａｇａｉｎ５Ｆ

アニメイト アニメイト　松本パルコ 390-0811 長野県松本市中央１－１０－３０松本ＰＡＲＣＯ５Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　上田店 386-0018 長野県上田市常田２－１２－１８イオン上田店２Ｆ

岐阜県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 丸善　岐阜店 502-0882 岐阜県岐阜市正木中１－２－１マーサ２１　３Ｆ

三省堂書店 三省堂書店　岐阜店 500-8856 岐阜県岐阜市橋本町１－１０アスティ岐阜３Ｆ

TSUTAYA ツタヤブックストア　カラフルタウン岐阜店 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野３－３－６カラフルタウン岐阜１Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　多治見インター店 507-0052 岐阜県多治見市光ケ丘４－５３－１

TSUTAYA 草叢ＢＯＯＫＳ　各務原店 509-0141 岐阜県各務原市鵜沼各務原町８－７アピタ各務原１Ｆ

アニメイト アニメイト　岐阜 500-8429 岐阜県岐阜市加納清水町３－８－１日本泉ビル１Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　大垣店 503-0933 岐阜県大垣市外野２－１００イオンモール大垣１Ｆ

静岡県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店 420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠１－１－１新静岡セノバ５Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 戸田書店　富士店 417-0055 静岡県富士市永田町２－６６

丸善・ジュンク堂書店 戸田書店　富士宮店 418-0072 静岡県富士宮市矢立町９３５

丸善・ジュンク堂書店 戸田書店　藤枝東店 426-0017 静岡県藤枝市大手１－２２－４０

文教堂 文教堂　大仁店 410-2315 静岡県伊豆の国市田京１５２－３

文教堂 文教堂　伊東店 414-0051 静岡県伊東市吉田１０２６

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

TSUTAYA 蔦屋書店　静岡店 420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町１－２０－１０２

TSUTAYA 谷島屋　三方原店 433-8105 静岡県浜松市北区三方原町７５９－１

TSUTAYA 谷島屋　本沢合店 434-0014 静岡県浜松市浜北区本沢合１２３－２

TSUTAYA 谷島屋　イオンモール浜松志都呂店 432-8069 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３Ｆ

TSUTAYA 谷島屋　マークイズ静岡店 420-0821 静岡県静岡市葵区柚木１０２６ＭＡＲＫＩＳ静岡２Ｆ

TSUTAYA 谷島屋　パルシェ店 420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町４９ＪＲ静岡駅ビルパルシェ５Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝店 426-0075 静岡県藤枝市瀬戸新屋２１３－１８

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

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　浜松中央店 435-0048 静岡県浜松市東区上西町９０６

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　清水春日店 424-0842 静岡県静岡市清水区春日１－８－３０

TSUTAYA 谷島屋　ららぽーと磐田店 438-0801 静岡県磐田市高見丘１２００ららぽーと磐田１Ｆ

TSUTAYA 谷島屋　磐田店 438-0077 静岡県磐田市国府台５８－２

TSUTAYA 谷島屋　アピタ磐田店 438-0071 静岡県磐田市今之浦３－１－１１アピタ磐田店１Ｆ

アニメイト アニメイト　静岡パルコ 420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町６－７静岡パルコ６Ｆ

アニメイト アニメイト　浜松 430-0926 静岡県浜松市中区砂山町６－１浜松メイワン４Ｆ

アニメイト アニメイト　沼津 410-0801 静岡県沼津市大手町５－９－２１マルトモビル１Ｆ

アニメイト アニメイト　イオン浜松市野 435-0052 静岡県浜松市東区天王町諏訪１９８１－３イオンモール浜松市野２Ｆ

アニメイト アニメイト　イオンモール富士宮 418-0032 静岡県富士宮市浅間町１－８イオンモール富士宮２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　富士南店 416-0934 静岡県富士市鮫島１１８－１０イオン富士南２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　袋井店 437-0125 静岡県袋井市上山梨４－１－１イオン袋井店２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　浜松市野店 435-0052 静岡県浜松市東区天王町諏訪１９８１－３イオンモール浜松市野２Ｆ

愛知県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 丸善　アピタ知立店 472-0045 愛知県知立市長篠町大山１８－１ギャラリエアピタ知立店２Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　ヒルズウォーク徳重店 458-0852 愛知県名古屋市緑区元徳重１－５０５ヒルズウォーク徳重店ガーデンズＢ１

丸善・ジュンク堂書店 丸善　イオンタウン千種店 464-0858 愛知県名古屋市千種区千種２－１６－１３イオンタウン千種店２Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　アスナル金山店 460-0022 愛知県名古屋市中区金山１－１７－１アスナル金山３Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　豊田T-FACE店 471-0026
愛知県豊田市若宮町1-57-1 T-FACE A館6階

※3/25オープン予定

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　名古屋店 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅３－２５－９堀内ビル１Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ＭＡＲＵＺＥＮ　名古屋本店 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－８－１４

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　名古屋栄店 460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町１－１明治安田生命名古屋ビルＢ１・Ｂ２Ｆ

三省堂書店 三省堂書店　名古屋本店 450-6608 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－３タカシマヤゲートタワーモール８Ｆ

TSUTAYA 光書店　高畑店 454-0873 愛知県名古屋市中川区上高畑２－１８０－２

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　大曽根店 461-0022 愛知県名古屋市東区東大曽根町４６－６アスティ大曽根内

TSUTAYA ツタヤブックストア　則武新町店 451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町３－１－１７イオンモール　名古屋ノリタケガーデン

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店 444-0814 愛知県岡崎市羽根町小豆坂３ウイングタウン内

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　ＦＡＳもとまち店 471-0842 愛知県豊田市土橋町１－６０



TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　高蔵寺店 487-0021 愛知県春日井市東神明町１－１２－８

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店 475-0927 愛知県半田市北二ツ坂町３－１－５

TSUTAYA 光書店　ＴＳＵＴＡＹＡ大治店 490-1144 愛知県海部郡大治町西條附田６０－１

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　名古屋空港店 480-0288 愛知県西春日井郡豊山町豊場林先１－８エアポートウォーク名古屋４０１

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　ｍｏｚｏ　ワンダーシティ店 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町４０ｍｏｚｏ　ワンダーシティ４Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　プライムツリー赤池店 470-0126 愛知県日進市赤池町箕ノ手１番プライムツリー赤池３Ｆ

アニメイト アニメイト　名古屋 453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町１８－４椿太閤ビル

アニメイト アニメイト　豊橋 440-0075 愛知県豊橋市花田町西宿無番地カルミアＢ１Ｆ

アニメイト アニメイト　東岡崎 444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町４－１４太田ビル２Ｆ

アニメイト アニメイト　金山 460-0022 愛知県名古屋市中区金山４－６－２７金山共同ビル２Ｆ

アニメイト アニメイト　豊田 471-0026 愛知県豊田市若宮町２－７１若宮ビル１Ｆ

アニメイト アニメイト　イオンモール大高 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町奥平子１－１イオンモール大高３Ｆ

アニメイト アニメイト　名古屋パルコ 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－２９－１名古屋パルコ東館４Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　岡崎店 444-0840 愛知県岡崎市戸崎町外山３８－５イオンモール岡崎３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　三好店 470-0224 愛知県みよし市三好町青木８８アイ・モール２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　小牧店 485-0831 愛知県小牧市東１－１２６イオン小牧店３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　名古屋茶屋店 455-0858 愛知県名古屋市港区西茶屋２－１１イオンモール名古屋茶屋３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　新瑞橋店 457-0012 愛知県名古屋市南区菊住１－７－１０イオンモール新瑞橋２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　有松店 458-0824 愛知県名古屋市緑区鳴海町有松裏２００イオンタウン有松２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　八事店 466-0834 愛知県名古屋市昭和区広路町字石坂２－１イオン八事店４Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　ナゴヤドーム前店 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南４－１０２－３イオンモールナゴヤドーム前３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　扶桑店 480-0105 愛知県丹羽郡扶桑町南山名高塚５－１イオンモール扶桑２Ｆ

三重県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 丸善　四日市店 510-8585 三重県四日市市諏訪栄町７－３４近鉄百貨店四日市地階

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店 513-0806 三重県鈴鹿市算所字山之相４１７－１

アニメイト アニメイト　四日市 510-0075 三重県四日市市安島１－２－１８三誠ビル４Ｆ

アニメイト アニメイト　イオンモール桑名 511-0863 三重県桑名市新西方１－２２イオンモール桑名ＳＣ１番街３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　四日市北店 510-8016 三重県四日市市富州原町２－４０イオンモール四日市北２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　東員店 511-0255 三重県員弁郡東員町長深築田５１０－１イオンモール東員２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　鈴鹿店 513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山４－１－２イオンモール鈴鹿２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　津南店 514-0819 三重県津市高茶屋小森町１４５イオンモール津南２Ｆ

滋賀県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　滋賀草津店 525-0032 滋賀県草津市大路１－１－１ガーデンシティ草津Ｂ１Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　水口 528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口６０８４－１西友水口店１Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　甲西店 520-3222 滋賀県湖南市吉永字中川原３５５－５

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　大津テラス店 520-0806 滋賀県大津市打出浜１４－３０

TSUTAYA ツタヤブックストア　近鉄草津 525-8515 滋賀県草津市渋川１－１－５０近鉄百貨店草津店４Ｆ

アニメイト アニメイト　アルプラザ草津 525-0025 滋賀県草津市西渋川１－２３－３０アルプラザ草津２Ｆ

京都府
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店 604-8032 京都府京都市中京区河原町三条下ル山崎町２５１京都ＢＡＬ　Ｂ１・２

ブックファースト ブックファースト　ミュー阪急桂店 615-8073 京都府京都市西京区桂野里町１７ミュー阪急桂４Ｆ

TSUTAYA 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ小倉店 611-0042 京都府宇治市小倉町老ノ木２９

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ　福知山店 620-0933 京都府福知山市東羽合１４９

アニメイト アニメイト　京都 604-8046
京都府京都市中京区新京極蛸薬師下ル東側町５２５－１

パッサージオ吉本ビル２Ｆ

アニメイト アニメイト　アバンティ京都 601-8003 京都府京都市南区東九条西山王町３１ 京都アバンティ 6F

未来屋書店 未来屋書店　久御山店 613-0024 京都府久世郡久御山町森南大内１５６－１イオン久御山ＳＣ２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　高の原店 619-0223 京都府木津川市相楽台１－１－１イオンモール高の原３Ｆ

大阪府
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　松坂屋高槻店 569-8522 大阪府高槻市紺屋町２－１松坂屋高槻店４Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　大阪本店 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１－６－２０堂島アバンザ内２～３Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町７－２０チャスカ茶屋町Ｂ１Ｆ～７Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　天満橋店 540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町１－１京阪シティモール７Ｆ



丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　難波店 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町１－２－３マルイト難波ビル３Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　高島屋大阪店 542-8510 大阪府大阪市中央区難波５－１－５高島屋大阪店　西ゾーンＢ１

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　上本町店 543-8543 大阪府大阪市天王寺区上本町６－１－５５近鉄百貨店上本町店１１Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　近鉄あべのハルカス店 545-8545
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３

あべのハルカス近鉄本店ウイング館５・７Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　八尾アリオ店 581-0803 大阪府八尾市光町２－３アリオ八尾３Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　セブンパーク天美店 580-0032 大阪府松原市天美東３－５００セブンパーク天美３Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　高島屋堺店 590-0028 大阪府堺市堺区三国ケ丘御幸通５９高島屋堺店４Ｆ

文教堂 文教堂　中之島フェスティバルプラザ店 530-0005 大阪府大阪市北区中之島２－３－１８フェスティバルプラザＢ１Ｆ

文教堂 文教堂　淀屋橋店 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋４－１－１淀屋橋ｏｄｏｎａ　Ｂ２０９

文教堂 キャップ書店　千林店 535-0002 大阪府大阪市旭区大宮３－１９－３サンベルファム１Ｆ

文教堂 文教堂　住道店 574-0026 大阪府大東市住道２－３－１ギャレカサレス住道２Ｆ

文教堂 キャップ書店　河内長野店 586-0015 大阪府河内長野市本町２４－１ノバティ長野北館４Ｆ

ブックファースト ブックファースト　梅田２階店 530-0012 大阪府大阪市北区芝田１－１－３阪急梅田駅２Ｆ

ブックファースト ブックファースト　なんばウォーク店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波２なんばウォーク虹のまち１－２

ブックファースト ブックファースト　三国店 532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町３－３７－１ヴュール阪急三国１Ｆ

ブックファースト ブックファースト　曽根店 561-0802 大阪府豊中市曽根東町３－１－１ＴＩＯ阪急曽根１Ｆ

ブックファースト ブックファースト　豊中店 560-0021 大阪府豊中市本町１－１－１阪急豊中駅２Ｆ

ブックファースト ブックファースト　蛍池店 560-0033 大阪府豊中市蛍池中町３－２－１ルシオーレ３Ｆ

ブックファースト ブックファースト　デュー阪急山田店 565-0824 大阪府吹田市山田西４－１－２デュー阪急山田２Ｆ

ブックファースト ブックファースト　池田店 563-0056 大阪府池田市栄町１－１阪急池田ブランマルシェ２番館

ブックファースト ブックファースト　クリスタ長堀店 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目長堀地下街２号

ブックファースト ブックファースト　野田アプラ店 553-0001 大阪府大阪市福島区海老江１－１－１７野田アプラ１Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　戎橋店 542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀１－８－１９浪速道頓堀ビル

TSUTAYA トーワブックス　毛馬店 534-0001 大阪府大阪市都島区毛馬町１－７－１１

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋２－１－３４

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　大正千島店 551-0003 大阪府大阪市大正区千島３－１３－２０

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　府大前店 599-8232 大阪府堺市中区新家町７０２－１

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　堺プラットプラット店 590-0985 大阪府堺市堺区戎島町３－２２－１プラットプラット２Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　香里園店 572-0085 大阪府寝屋川市香里新町３１－１７

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　牧野高校前店 573-1124 大阪府枚方市養父東町５８

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　八尾老原店 581-0092 大阪府八尾市老原１－１３－２

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　梅田本店 530-0012 大阪府大阪市北区芝田１－１－３阪急三番街

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　グランフロント大阪店 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４－２０グランフロント大阪南館６Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　天王寺ミオ店 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０－３９天王寺ミオ本館９Ｆ

紀伊國屋書店 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４Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　京橋店 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町２－１－３８京阪モール２Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　本町店 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町２－３－１３大阪国際ビルディング１Ｆ

紀伊國屋書店 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

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　アリオ鳳店 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町３－１９９－１２アリオ鳳３Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　高槻阪急店 569-1196 大阪府高槻市白梅町４－１高槻阪急５Ｆ

アニメイト アニメイト　天王寺 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目４－７ Jmfビル阿倍野01 3F

アニメイト アニメイト　高槻 569-0071 大阪府高槻市城北町２－３－３城北フジビル３Ｆ

アニメイト アニメイト　布施 577-0841 大阪府東大阪市足代３－１－６コミックランドヒバリヤ　２Ｆ

アニメイト アニメイト　京橋 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町１丁目６－１６ ワタヤコスモスビル 2F

アニメイト アニメイト　大阪日本橋 556-0004 大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目1-3　アニメイトビル1階・2階

アニメイト アニメイト　枚方 573-0031 大阪府枚方市岡本町７－１ ビオルネ 5F

アニメイト アニメイト　梅田 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４－１２ 梅田センタービル B1F

アニメイト アニメイト　リノアス八尾 581-0803 大阪府八尾市光町2－６０ リノアス八尾 5F

未来屋書店 未来屋書店　和泉府中店 594-0076 大阪府和泉市肥子町２－２－１イオン和泉府中店３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　りんくう泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜３－１２イオンモール泉南２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　大阪ドームシティ店 550-0023 大阪府大阪市西区千代崎３－１３－１イオンモール大阪ドームシティ３Ｆ

未来屋書店 アシーネ　吹田店 564-0027 大阪府吹田市朝日町２－１０１ダイエー吹田店４Ｆ

未来屋書店 アシーネ　古川橋駅前店 571-0030 大阪府門真市末広町４１－２ダイエー古川橋駅前店３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ケ本町８－３０－３イオン茨木店３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　新茨木店 567-0824 大阪府茨木市中津町１８－１イオン新茨木店３Ｆ

兵庫県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　西宮店 663-8035 兵庫県西宮市北口町１－１アクタ西宮西館４Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　芦屋店 659-0092 兵庫県芦屋市大原町９－１－３０４ラポルテ東館３Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　神戸住吉店 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－２－１住吉ターミナルビル４Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　三宮駅前店 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通６－１－１５サンシティビル７Ｆ



丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　三宮店 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町１－６－１８

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　舞子店 655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町１０－１－３０１Ｔｉｏ舞子３Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　明石店 673-0891 兵庫県明石市大明石町１－６－１パピオスあかし２Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　姫路店 670-0914 兵庫県姫路市豆腐町２２２ピオレ姫路２　２Ｆ

文教堂 キャップ書店　逆瀬川店 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川１－２－１アピア１　１Ｆ

文教堂 キャップ書店　立花店 660-0052 兵庫県尼崎市七松町１－１－１立花ジョイタウン３Ｆ

ブックファースト ブックファースト　西宮店 663-8204 兵庫県西宮市高松町６－２０阪急西宮北口駅２Ｆ

ブックファースト ブックファースト　六甲店 657-0065 兵庫県神戸市灘区宮山町３－１－２５六甲阪急ビル２Ｆ

ブックファースト ブックファースト　宝塚店 665-0845 兵庫県宝塚市栄町２－３－１Ｇコレクション阪急宝塚１Ｆ

ブックファースト ブックファースト　エビスタ西宮店 662-0973 兵庫県西宮市田中町１－６エビスタ西宮２Ｆ

ブックファースト ブックファースト　阪急西宮ガーデンズ店 663-8204 兵庫県西宮市高松町１４－２－４０５阪急西宮ガーデンズ４Ｆ

ブックファースト ブックファースト　阪神尼崎店 660-0884 兵庫県尼崎市神田中通１－２－１ＡＭＡＳＴＡ　ＡＭＡＳＥＮ１Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路広峰店 670-0882 兵庫県姫路市広峰１－１－３０

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路飾磨店 672-8079 兵庫県姫路市飾磨区今在家７－８８

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ尼崎店 661-0975 兵庫県尼崎市下坂部３－１－３６

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ　豊岡店 668-0031 兵庫県豊岡市大手町７－３０

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

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　川西店 666-0033 兵庫県川西市栄町１１－１モザイクボックス４Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　加古川店 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町三ツ升２１－８ヤマトヤシキ加古川店６Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　神戸阪急店 651-8511 兵庫県神戸市中央区小野柄通８－１－８神戸阪急新館５Ｆ

アニメイト アニメイト　三宮 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町１－９－１－３０９センタープラザビル３Ｆ

アニメイト アニメイト　姫路 670-0926 兵庫県姫路市東駅前町５４ハリマセンタービル１Ｆ

アニメイト アニメイト　川西 666-0033 兵庫県川西市栄町１４－１８辻輪ビル１Ｆ

アニメイト アニメイト　イオン明石 674-0068
兵庫県明石市大久保町ゆりのき通３丁目３－１ 3番街3F

イオン明石ショッピングセンター

未来屋書店 未来屋書店　和田山店 669-5215 兵庫県朝来市和田山町枚田岡７７４イオン和田山店１Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　三木店 673-0404 兵庫県三木市大村字砂１６３イオン三木店２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　明石店 674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通２－３－１イオン明石店２番街２Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　土山店 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水舞々２２０８－１イオン土山店３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　山崎店 671-2545 兵庫県宍粟市山崎町中井城下１０イオン山崎店３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　東山店 672-8014 兵庫県姫路市東山１８１－１

奈良県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　奈良店 631-0821 奈良県奈良市西大寺東町２－４－１ならファミリー専門店街４Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　橿原店 634-8511 奈良県橿原市北八木町３－６５－１１近鉄百貨店６Ｆ

文教堂 キャップ書店　王寺店 636-0003 奈良県北葛城郡王寺町久度２－２－１リーベル王寺東館３Ｆ

アニメイト アニメイト　奈良 630-8224 奈良県奈良市角振町２６いせやビル３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　天理店 632-0074 奈良県天理市東井戸堂町３８１イオンタウン天理ショッピングセンター内

和歌山県
法人様 書店名 〒 住所

アニメイト アニメイト　和歌山 640-8331 和歌山県和歌山市美園町５－６１和歌山ＭＩＯ　４Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　和歌山店 640-8451 和歌山県和歌山市中楠谷５７３イオンモール和歌山１Ｆ

鳥取県
法人様 書店名 〒 住所

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　弓ヶ浜店 683-0851 鳥取県米子市夜見町２９３７－３

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　東福原店 683-0802 鳥取県米子市東福原６－１２－４０

アニメイト アニメイト　イオン米子駅前 683-0043 鳥取県米子市末広町３１１イオン米子駅前店２Ｆ

島根県
法人様 書店名 〒 住所

アニメイト アニメイト　イオン松江 690-0001 島根県松江市東朝日町１５１イオン松江ショッピングセンター１Ｆ

岡山県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 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地下１階

丸善・ジュンク堂書店 丸善　さんすて岡山店 700-0024 岡山県岡山市北区駅元町１－１さんすて岡山北館２Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ岡南店 702-8053 岡山県岡山市南区築港栄町５－１２

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　高屋店 703-8233 岡山県岡山市中区高屋５０



TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　中島店 710-0803 岡山県倉敷市中島２２３６－１０３

TSUTAYA ツタヤブックストア　岡山駅前 700-0023 岡山県岡山市北区駅前町１－８－１８ＩＣＯＴＮＩＣＯＴ２Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　総社東店 719-1125 岡山県総社市井手１２５７

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

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　エブリイ津高店 701-1145 岡山県岡山市北区横井上８３－３エブリイＯｋａｎａｋａ津高３Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　クレド岡山店 700-0821 岡山県岡山市北区中山下１－８－４５ＮＴＴクレド岡山ビル５Ｆ

アニメイト アニメイト　岡山 700-0901 岡山県岡山市北区本町６－３０ 第一セントラルビル 2 号館 4F

広島県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　広島駅前店 732-0822 広島県広島市南区松原町９－１福屋広島駅前店１０Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ＭＡＲＵＺＥＮ　広島店 730-0021 広島県広島市中区胡町５－２２天満屋広島八丁堀ビル７Ｆ・８Ｆ

TSUTAYA フタバ図書　ツタヤ　ＧＩＧＡ五日市店 731-5116 広島県広島市佐伯区八幡１－２６－１０

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　宮内店 738-0034 広島県廿日市市宮内１－１１－１８

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　東広島店 739-0013 広島県東広島市西条御条町６－２０

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　広島店 730-0011 広島県広島市中区基町６－２７アクア広島センター街６Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店 738-0023 広島県廿日市市下平良２－２－１ゆめタウン廿日市３Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　ゆめタウン広島店 734-0007 広島県広島市南区皆実町２－８－１７ゆめタウン広島３Ｆ

アニメイト アニメイト　広島 730-0051 広島県広島市中区大手町２－３－１アニメイトビル２Ｆ

アニメイト アニメイト　福山 720-0065 広島県福山市東桜町１－１アイネスフクヤマＢ１Ｆ

アニメイト アニメイト　フジグラン東広島 739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇４４０５フジグラン東広島　別棟

山口県
法人様 書店名 〒 住所

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　防府店 747-0812 山口県防府市鋳物師町８－３０

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　山口葵店 753-0821 山口県山口市葵１－４－７０

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　ゆめタウン下松店 744-0025 山口県下松市中央町２１－３ゆめタウン下松３Ｆ

アニメイト アニメイト　イオン防府 747-0802 山口県防府市中央町１－３イオン防府店３Ｆ

徳島県
法人様 書店名 〒 住所

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　北島店 771-0204 徳島県板野郡北島町鯛浜字川久保２１１－６

紀伊國屋書店 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奥野東中須８８－１ゆめタウン徳島２Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　徳島店 770-8511 徳島県徳島市寺島本町西１－５そごう徳島店８Ｆ

アニメイト アニメイト　徳島 770-0912 徳島県徳島市東新町１－５－３ユーフォーテーブルシネマＢ１

香川県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　高松店 760-0054 香川県高松市常磐町１－３－１瓦町ＦＬＡＧ３Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店 763-0093 香川県丸亀市郡家町１８６０－１

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　西宝店 760-0004 香川県高松市西宝町２－７－４７

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　丸亀店 763-0055 香川県丸亀市新田町１５０ゆめタウン丸亀２Ｆ

アニメイト アニメイト　高松 760-0029 香川県高松市丸亀町７－１６丸亀町グリーン西館３Ｆ

愛媛県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　松山店 790-0011 愛媛県松山市千舟町５－７－１エスパス松山内

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＩＬＬ　三津店 791-8057 愛媛県松山市大可賀２－８－１５

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　藤原店 790-0035 愛媛県松山市藤原２－４－６２

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　新居浜店 792-0827 愛媛県新居浜市西喜光地町１１－３６

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　いよてつ高島屋店 790-8587 愛媛県松山市湊町５－１－１いよてつ高島屋７Ｆ

アニメイト アニメイト　松山 790-0012 愛媛県松山市湊町４－１０－８ＢＥ－ＦＬＡＴ４Ｆ

高知県
法人様 書店名 〒 住所

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店 780-0972 高知県高知市中万々８０９

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　いの店 781-2110 高知県吾川郡いの町２０５

アニメイト アニメイト　高知 780-0870 高知県高知市本町３－１－２アイランドワンビル２Ｆ



福岡県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　福岡店 810-0041 福岡県福岡市中央区大名１－１５－１天神西通りスクエア１Ｆ～３Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 丸善　博多店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１ＪＲ博多シティ８Ｆ

TSUTAYA 六本松　蔦屋書店 810-0044 福岡県福岡市中央区六本松４－２－１２Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　次郎丸店 814-0165 福岡県福岡市早良区次郎丸２－３０－１

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　中洲ｇａｔｅ’ｓ店 810-0801 福岡県福岡市博多区中洲３－７－２４ゲイツビル１Ｆ

TSUTAYA ツタヤブックストアマークイズ福岡ももち店 810-8639 福岡県福岡市中央区地行浜２－２－１マークイズ福岡ももち２Ｆ　２２４区画

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

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　上津店 830-0055 福岡県久留米市上津１－１０－１

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　コスタ行橋店 824-0038 福岡県行橋市西泉６－１－１

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　福岡本店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街２－１博多バスターミナル６Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　久留米店 839-0865 福岡県久留米市新合川１－２－１ゆめタウン久留米２Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店 812-0055 福岡県福岡市東区東浜１－１－１ゆめタウン博多２Ｆ

アニメイト アニメイト　福岡パルコ 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－１１－１福岡パルコ８Ｆ

アニメイト アニメイト　小倉 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野２－１４－５あるあるＣｉｔｙ３Ｆ

アニメイト アニメイト　イオンモール筑紫野 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺４３４－１イオンモール筑紫野３Ｆ

未来屋書店 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イオンモール八幡東１Ｆ

佐賀県
法人様 書店名 〒 住所

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　佐大通り店 840-0047 佐賀県佐賀市与賀町７０－１

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　佐賀店 849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北５－１４－１ゆめタウン佐賀２Ｆ

アニメイト アニメイト　モラージュ佐賀 840-0008 佐賀県佐賀市巨勢町牛島７３０ モラージュ佐賀 南館 2F

長崎県
法人様 書店名 〒 住所

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ浜町店 850-0853 長崎県長崎市浜町２－３５

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス愛野店 854-0302 長崎県雲仙市愛野町乙桃山５０３６－１

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店 855-0036 長崎県島原市城内３－１６００－１

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店 856-0817 長崎県大村市古賀島町５２４－１４

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス有家店 859-2205 長崎県南島原市有家町小川字上東８５０

TSUTAYA ツタヤ　ブックストア　させぼ五番街店 857-0855 長崎県佐世保市新港町３－１

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　長崎店 850-0035 長崎県長崎市元船町１０－１ゆめタウン夢彩都４Ｆ

アニメイト アニメイト　長崎 850-0853 長崎県長崎市浜町１－１０有川ビル３Ｆ

アニメイト アニメイト　佐世保 857-0871 長崎県佐世保市本島町４－２６させぼライナービル３Ｆ

熊本県
法人様 書店名 〒 住所

TSUTAYA 蔦屋書店　熊本三年坂 860-0801 熊本県熊本市中央区安政町１－２カリーノ下通１Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　健軍店 862-0911 熊本県熊本市東区健軍１－２７－１０

TSUTAYA 蔦屋書店　嘉島 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町上島長池２２３２

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店 863-0031 熊本県天草市南新町６－６

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　水俣店 867-0043 熊本県水俣市大黒町２－３－１８Ｍ’ｓＣＩＴＹ１Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　熊本光の森店 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森７－３３－１ゆめタウン光の森２Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　熊本はません店 862-0965 熊本県熊本市南区田井島１－２－１ゆめタウンはません３Ｆ

アニメイト アニメイト　熊本 860-0808 熊本県熊本市中央区手取本町４－１２ファインビル３Ｆ

大分県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　大分店 870-0035 大分県大分市中央町２－３－４大分中央ＢＥＳＴビル１～５Ｆ

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店 870-0831 大分県大分市要町１－１４アミュプラザおおいた４Ｆ

アニメイト アニメイト　大分 870-0027 大分県大分市末広町１－１－３０青松ビル１Ｆ

宮崎県
法人様 書店名 〒 住所

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　江平店 880-0816 宮崎県宮崎市江平東２－８－１２

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　アミュプラザみやざき店 880-0806 宮崎県宮崎市広島２－１１－１１アミュプラザみやざき　やま館４Ｆ

アニメイト アニメイト　宮崎 880-0805 宮崎県宮崎市橘通東３－１－１１アゲインビル２Ｆ



未来屋書店 未来屋書店　宮崎店 880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１区画番号２０３８　イオンモール宮崎２Ｆ

鹿児島県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　鹿児島店 892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町６－５マルヤガーデンズ６Ｆ

丸善・ジュンク堂書店 ＭＡＲＵＺＥＮ　天文館店 892-0827 鹿児島県鹿児島市中町３－１５ヴィストラルビルＢ３～６Ｆ

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　城西店 890-0041 鹿児島県鹿児島市城西３－８－１

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　加世田店 897-0008 鹿児島県南さつま市加世田地頭所１－６

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　出水本町店 899-0205 鹿児島県出水市本町４－４７

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　フレスポ国分店 899-4321 鹿児島県霧島市国分広瀬２－４－１

紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　鹿児島店 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町１－１アミュプラザ鹿児島４Ｆ

アニメイト アニメイト　鹿児島 892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町１３－３ＶＩＳＩＯＮ　ＢＩＬＤ　３Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　鹿児島店 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町７イオンモール鹿児島２Ｆ

沖縄県
法人様 書店名 〒 住所

丸善・ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　那覇店 900-0013 沖縄県那覇市牧志１－１９－２９Ｄｎａｈａ内

TSUTAYA ＴＳＵＴＡＹＡ　壺川店 900-0025 沖縄県那覇市壺川３－１－１９

アニメイト アニメイト　那覇国際通り 900-0013 沖縄県那覇市牧志１－２－１花ビル４Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　とよみ店 901-0205 沖縄県豊見城市根差部７１０イオンタウンとよみＳＣ１Ｆ

未来屋書店 未来屋書店　沖縄ライカム店 901-2300 沖縄県中頭郡北中城村アワセ４街区イオンモール沖縄ライカム１Ｆ

オンライン
法人様 書店名 〒 住所

有隣堂 有隣堂　paypayモール店 なし なし

アニメイト アニメイト　オンラインショップ なし なし


