
※売切れ次第終了となります。ご了承下さいませ。

書籍番線 地域名 書店名

北海道 札幌市　　　 宮脇書店札幌元町店

北海道 札幌市　　　 文教堂北４９条店

北海道 札幌市　　　 紀伊國屋厚別店

北海道 千歳市　　　 文教堂新千歳空港店

北海道 札幌市　　　 くまざわ書店アリオ札幌店

北海道 札幌市　　　 なにわ書房東光ストア円山店

北海道 恵庭市　　　 ｉ・ＢＯＯＫイトーヨーカドー恵庭店

北海道 札幌市　　　 ｉ・ＢＯＯＫイトーヨーカドー屯田店

北海道 札幌市　　　 紀伊國屋書店オーロラタウン店

北海道 千歳市　　　 紀伊國屋千歳店

北海道 札幌市　　　 文教堂平岸店

北海道 札幌市　　　 三省堂書店札幌店

北海道 札幌市　　　 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店札幌店

宮城県 石巻市　　　 ヤマト屋書店あけぼの店

宮城県 石巻市　　　 ヤマト屋書店中里店

宮城県 大崎市　　　 ブックスなにわ古川店

宮城県 仙台市　　　 あゆみＢＯＯＫＳ仙台青葉通り店

宮城県 仙台市　　　 ブックスミヤギ

宮城県 仙台市　　　 ヤマト屋書店東仙台店

宮城県 仙台市　　　 喜久屋書店漫画館仙台

青森県 弘前市　　　 紀伊國屋書店弘前店

岩手県 盛岡市　　　 ブックポートネギシ盛岡サンサ店

岩手県 大船渡市　　ブックポートネギシ猪川店

岩手県 盛岡市　　　 ジュンク堂書店盛岡店

福島県 会津若松市　ブックスなにわ会津若松本店

山形県 鶴岡市　　　 BOOKSパル店
群馬県 高崎市　　　 ブックマンズアカデミー　高崎店

群馬県 高崎市　　　 くまざわ書店高崎店

群馬県 相生町　　　 ブックスギャラリーシロキヤ書店

群馬県 前橋市　　　 フォリオ岡崎

群馬県 太田市　　　 ＦＢ内ヶ島店２６２（中央社）

群馬県 太田市　　　 ナカムラヤニコモール店

群馬県 沼田市　　　 文真堂上原店

群馬県 前橋市　　　 文真堂小出店

群馬県 太田市　　　 文真堂新井店Ｔ・Ｃ

群馬県 高崎市　　　 文真堂倉賀野店Ｔ・Ｃ

群馬県 高崎市　　　 ＦＢ飯塚店２５８（中央社）

群馬県 前橋市　　　 文真堂新前橋店

群馬県 高崎市　　　 文真堂上中居店

群馬県 吾妻町　　　 文真堂原町店

群馬県 前橋市　　　 ブックマンズアカデミー前橋店

茨城県 土浦市　　　 ＦＢ土浦店２７３（中央社）

茨城県 取手市　　　 くまざわ書店取手店

茨城県 つくば市　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡイーアスつくば店

茨城県 水戸市　　　 文教堂水戸店

茨城県 つくば市　　 ブックエースつくば学園店
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埼玉県 三郷市　　　 ＫａＢｏＳららぽーと新三郷店

埼玉県 川口市　　　 明文堂書店川口末広店

埼玉県 さいたま市　 旭屋書店イオンモ－ル浦和美園店

埼玉県 八潮市　　　 ＦＢフレスポ八潮店２９８（中央社）

埼玉県 越谷市　　　 文真堂北越谷店Ｔ・Ｃ

埼玉県 さいたま市　 文教堂東宮原店

埼玉県 さいたま市　 三省堂書店大宮店

埼玉県 さいたま市　 文教堂まるひろ南浦和店

埼玉県 幸手市　　　 文真堂幸手店

埼玉県 越谷市　　　 博文堂書店千間台店

埼玉県 熊谷市　　　 くまざわ書店アズセカンド店

埼玉県 さいたま市　 須原屋コルソ店

埼玉県 さいたま市　 ブックファーストルミネ大宮店

埼玉県 越谷市　　　 明文堂書店イオンレイクタウン越谷店

埼玉県 川口市　　　 くまざわ書店川口店

埼玉県 川口市　　　 文教堂東川口店

埼玉県 和光市　　　 くまざわ書店和光店

埼玉県 毛呂山町　　ＦＢ毛呂山店２４１（中央社）

埼玉県 所沢市　　　 オリオン書房所沢店

埼玉県 さいたま市　 文教堂東大宮駅ビル店

埼玉県 越谷市　　　 旭屋書店新越谷店

埼玉県 新座市　　　 旭屋書店志木店

埼玉県 上尾市　　　 ブックエース上尾店

埼玉県 熊谷市　　　 文教堂熊谷ニットーモール店

埼玉県 さいたま市　 くまざわ書店宮原店

埼玉県 川越市　　　 ブックファーストルミネ川越店

埼玉県 行田市　　　 ＦＢ行田店２８７（中央社）

千葉県 習志野市　　丸善津田沼店

千葉県 市川市　　　 くまざわ書店本八幡店

千葉県 我孫子市　　ブックエース我孫子店

千葉県 市原市　　　 文教堂市原店

千葉県 柏市　　　　 ＫａＢｏＳららぽーと柏の葉店

千葉県 成田市　　　 ブックエース成田赤坂店

千葉県 松戸市　　　 堀江良文堂

千葉県 市川市　　　 文教堂行徳店

千葉県 八千代市　　良文堂ユアエルム八千代台店

千葉県 船橋市　　　 旭屋書店船橋店

千葉県 船橋市　　　 くまざわ書店船橋店

千葉県 習志野市　　BOOKS昭和堂
千葉県 習志野市　　ブックエース津田沼店

千葉県 千葉市　　　 くまざわ書店フェリア店

千葉県 千葉市　　　 くまざわ書店稲毛店

千葉県 習志野市　　くまざわ書店津田沼店

千葉県 千葉市　　　 中島書店

千葉県 千葉市　　　 BOOKSキディランド千葉店
千葉県 四街道市　　くまざわ書店四街道店

千葉県 千葉市　　　 くまざわ書店蘇我店

千葉県 市川市　　　 福家書店市川店

千葉県 千葉市　　　 BOOKSキディランドペリエ西千葉店
千葉県 松戸市　　　 アシーネ書籍新松戸店

千葉県 市川市　　　 文教堂市川鬼高店

千葉県 船橋市　　　 くまざわ書店ららぽ－と店

千葉県 流山市　　　 紀伊國屋書店流山おおたかの森店

千葉県 茂原市　　　 文教堂茂原店

千葉県 浦安市　　　 文教堂浦安西友店



千葉県 松戸市　　　 くまざわ書店松戸店

千葉県 市川市　　　 山下書店南行徳店

千葉県 柏市　　　　 オークスブックセンター南柏店プラスGEO
千葉県 船橋市　　　 文教堂下総中山駅店

千葉県 松戸市　　　 文教堂馬橋駅前店

東京都 大田区　　　 文教堂糀谷店

東京都 大田区　　　 くまざわ書店蒲田店

東京都 品川区　　　 ＢＯＯＫＥＸＰＲＥＳＳ大崎店

東京都 品川区　　　 あおい書店五反田店

東京都 江戸川区　　芳林堂書店平井店

東京都 江戸川区　　椿書房

東京都 江戸川区　　文教堂西葛西店

東京都 中央区　　　 山下書店東銀座店

東京都 港区　　　　 あおい書店品川駅前店

東京都 港区　　　　 あおい書店六本木店

東京都 港区　　　　 文教堂カレッタ汐留店

東京都 港区　　　　 くまざわ書店品川店

東京都 港区　　　　 文教堂広尾店

東京都 港区　　　　 くまざわ書店高輪店

東京都 渋谷区　　　 あおい書店渋谷南口店

東京都 渋谷区　　　 文教堂代々木上原駅店

東京都 渋谷区　　　 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店渋谷店

東京都 渋谷区　　　 山下書店渋谷南口店

東京都 渋谷区　　　 紀伊國屋書店新宿南店

東京都 渋谷区　　　 文教堂渋谷店

東京都 千代田区　　三省堂書店東京駅一番街店

東京都 千代田区　　ＢＯＯＫＥＸＰＲＥＳＳ秋葉原１号店

東京都 品川区　　　 ブックファースト大井町店

東京都 品川区　　　 ブックファーストレミィ五反田店

東京都 大田区　　　 ブックファーストアトレ大森店

東京都 渋谷区　　　 ブックファースト渋谷文化村通り店

東京都 目黒区　　　 ブックファースト自由が丘店

東京都 世田谷区　　ブックファースト二子玉川店

東京都 新宿区　　　 ブックファースト新宿店

東京都 新宿区　　　 ブックファーストルミネ新宿店

東京都 中央区　　　 ブックファースト銀座コア店

東京都 世田谷区　　あおい書店池尻大橋店

東京都 世田谷区　　文教堂三軒茶屋店

東京都 世田谷区　　文教堂二子玉川店

東京都 世田谷区　　文教堂経堂店

東京都 世田谷区　　山下書店世田谷店

東京都 世田谷区　　三省堂書店成城店

東京都 世田谷区　　三省堂書店下北沢店

東京都 千代田区　　コミック高岡

東京都 千代田区　　文教堂市ヶ谷店

東京都 千代田区　　三省堂書店神保町本店２Ｆ

東京都 千代田区　　山下書店半蔵門店

東京都 千代田区　　書泉ブックタワー

東京都 千代田区　　書泉ブックマート

東京都 千代田区　　文教堂飯田橋店

東京都 新宿区　　　 紀伊國屋本店

東京都 新宿区　　　 ラムラブックセンター芳進堂

東京都 新宿区　　　 あおい書店四谷三丁目店

東京都 新宿区　　　 くまざわ書店東京オペラシティ店

東京都 新宿区　　　 あおい書店高田馬場店



東京都 新宿区　　　 西口第二山下

東京都 新宿区　　　 三省堂書店新宿西口店

東京都 新宿区　　　 アニメガ新宿マルイワン店

東京都 板橋区　　　 文教堂成増店

東京都 北区　　　　 文教堂王子神谷店

東京都 台東区　　　 明正堂ＮＴＴ上野店

東京都 台東区　　　 明正堂アトレ上野店

東京都 足立区　　　 ブックファーストルミネ北千住店

東京都 足立区　　　 山下書店綾瀬東口店

東京都 足立区　　　 紀伊國屋書店北千住マルイ店

東京都 江東区　　　 紀伊國屋書店ららぽ～と豊洲店

東京都 墨田区　　　 くまざわ書店錦糸町店

東京都 江東区　　　 くまざわ書店豊洲店

東京都 江東区　　　 文教堂東陽町駅前店

東京都 江東区　　　 ＩＹ木場店

東京都 墨田区　　　 廣文館イトーヨーカドー曳舟店

東京都 文京区　　　 ＢＯＯＫＳアイ根津店

東京都 文京区　　　 ＢＯＯＫＳアイ茗荷谷店

東京都 文京区　　　 丸善後楽園メトロ・エム店

東京都 豊島区　　　 くまざわ書店池袋店

東京都 豊島区　　　 旭屋池袋店

東京都 豊島区　　　 ジュンク堂書店池袋店

東京都 練馬区　　　 文教堂練馬高野台店

東京都 豊島区　　　 三省堂書店池袋店

東京都 中野区　　　 あおい書店中野本店

東京都 練馬区　　　 明和書店練馬店

東京都 練馬区　　　 オリオン書房上石神井店

東京都 練馬区　　　 くまざわ書店大泉学園店

東京都 立川市　　　 オリオン書房ノルテ店

東京都 武蔵村山市　オリオン書房イオンモールむさし村山店

東京都 調布市　　　 ゲオつつじヶ丘駅前店

東京都 国立市　　　 東西書店

東京都 武蔵野市　　ブックス・ルーエ

東京都 あきる野市　文教堂あきる野とうきゅう店

東京都 西東京市　　博文堂書店田無店

東京都 小平市　　　 文教堂小平店

東京都 小平市　　　 オリオン書房小平店

東京都 東村山市　　オリオン書房秋津店

東京都 小金井市　　文教堂東小金井店

東京都 武蔵野市　　ブックファーストアトレ吉祥寺店

東京都 小金井市　　くまざわ書店武蔵小金井店

東京都 八王子市　　くまざわ書店八王子店

東京都 町田市　　　 ブックメイツ玉川学園店

東京都 多摩市　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店桜ヶ丘店

東京都 武蔵野市　　ブックファーストアトレ吉祥寺東館店

東京都 八王子市　　まんが王倶楽部

神奈川県 横浜市　　　 ＫａＢｏｓあざみ野店

神奈川県 川崎市　　　 ＫａＢｏｓ　宮前平店

神奈川県 横浜市　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店

神奈川県 相模原市　　くまざわ書店相模大野店

神奈川県 横浜市　　　 くまざわ書店能見台店

神奈川県 横浜市　　　 紀伊國屋書店横浜店

神奈川県 横浜市　　　 ブックファーストモザイクモール港北店

神奈川県 横浜市　　　 ブックファースト青葉台店

神奈川県 厚木市　　　 文教堂Ｒ４１２店



神奈川県 横浜市　　　 文教堂横浜北山田店

神奈川県 横浜市　　　 ブックピア

神奈川県 横浜市　　　 文教堂立場店

神奈川県 川崎市　　　 北野書店本店

神奈川県 横浜市　　　 文教堂桂台店

神奈川県 川崎市　　　 ブックメイツ新百合ヶ丘北口店

神奈川県 川崎市　　　 文教堂登戸駅店

神奈川県 鎌倉市　　　 島森書店

神奈川県 横浜市　　　 くまざわ書店ランドマーク店

神奈川県 川崎市・高津文教堂宮前平店

神奈川県 川崎高津区　文教堂梶ケ谷店

神奈川県 川崎市　　　 ブックメイツ生田店

神奈川県 川崎市　　　 文教堂新城駅店

神奈川県 藤沢市　　　 文教堂鵠沼店

神奈川県 横浜市　　　 文教堂栄上郷店

神奈川県 大和市　　　 ブックポート２０３大和店

神奈川県 藤沢市　　　 文教堂湘南とうきゅう店

神奈川県 鎌倉市　　　 アニール

神奈川県 川崎市　　　 文教堂溝ノ口駅前店

神奈川県 川崎市　　　 文教堂新城店

神奈川県 藤沢市　　　 湘南台文華堂

神奈川県 茅ヶ崎市　　 川上書店ラスカ店

神奈川県 相模原市　　ブックファーストボーノ相模大野店

神奈川県 鎌倉市　　　 文教堂大船モール店

神奈川県 川崎市　　　 あおい書店川崎駅前店

神奈川県 横浜市　　　 紀伊國屋書店横浜みなとみらい店

神奈川県 逗子市　　　 いけだ書店新逗子店

神奈川県 横浜市　　　 あおい書店上大岡店

神奈川県 横浜市　　　 文教堂すすき野とうきゅう店

神奈川県 藤沢市　　　 ジュンク堂書店藤沢店

神奈川県 横浜市　　　 文教堂新横浜駅店

神奈川県 川崎市　　　 文教堂向ヶ丘駅前店

神奈川県 小田原市　　伊勢治書店ダイナシティ店

神奈川県 大和市　　　 ブックメイツ南林間店

神奈川県 横浜市　　　 くまざわ書店鶴見店

神奈川県 伊勢原市　　文教堂愛甲石田店

神奈川県 相模原市　　ブックメイツ東林間店

神奈川県 伊勢原市　　文教堂伊勢原とうきゅう店

神奈川県 秦野市　　　 文教堂秦野駅前店

神奈川県 横浜市　　　 くまざわ書店長津田店

神奈川県 川崎市　　　 くまざわ書店さぎ沼店

神奈川県 川崎市　　　 ＩＹ川崎店

神奈川県 横浜市　　　 くまざわ書店三ツ境店

神奈川県 川崎市・多摩大塚書店読売ランド駅前店

神奈川県 相模原市　　ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店橋本店

山梨県 甲府市　　　 朗月堂

山梨県 富士吉田市　ＢＯＯＫＳＫＡＴＯ富士吉田店

長野県 岡谷市　　　 笠原書店

福井県 福井市　　　 勝木書店新二の宮店

福井県 福井市　　　 安部書店エルパ店

石川県 白山市　　　 北国書林松任店

石川県 金沢市　　　 文苑堂書店示野本店

石川県 金沢市　　　 ＫａＢｏＳ大桑店

石川県 野々市市　　明文堂書店金沢野々市店

石川県 金沢市　　　 金沢ビーンズ明文堂



石川県 野々市市　　うつのみや上林店

富山県 滑川市　　　 明文堂書店滑川店

富山県 富山市　　　 明文堂新庄経堂店

富山県 高岡市　　　 文苑堂書店清水町店

富山県 富山市　　　 文苑堂書店藤の木店

富山県 富山市　　　 明文堂書店富山有沢橋店

富山県 高岡市　　　 文苑堂書店新野村店

富山県 高岡市　　　 文苑堂書店福田本店

富山県 氷見市　　　 明文堂書店氷見店

富山県 高岡市　　　 喜久屋書店高岡店

富山県 射水市　　　 文苑堂書店小杉店

富山県 射水市　　　 明文堂書店高岡射水店

新潟県 新潟市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店白根店

新潟県 燕市　　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊吉田店

新潟県 阿賀野市　　ＨＩＲＡＳＥＩ遊水原店

新潟県 柏崎市　　　 コメリ書房柏崎店

新潟県 新潟市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店巻店

新潟県 三条市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊三条四日町店

新潟県 新潟市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊豊栄インター店

新潟県 村上市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店村上店

新潟県 新潟市　　　 戸田書店新潟南店

静岡県 沼津市　　　 マルサン書店仲見世店

静岡県 沼津市　　　 マルサン書店駅北店

愛知県 岡崎市　　　 くまざわ書店岡崎北店

愛知県 高浜市　　　 三洋堂書店高浜店

愛知県 半田市　　　 三洋堂書店半田店

愛知県 江南市　　　 三洋堂書店江南店

愛知県 知立市　　　 三洋堂書店知立店

愛知県 豊田市　　　 那須陣中店

愛知県 豊川市　　　 三洋堂書店豊川店

愛知県 豊田市　　　 三洋堂書店梅坪店

愛知県 半田市　　　 三洋堂書店乙川店

愛知県 瀬戸市　　　 三洋堂書店ひしの店

愛知県 東海市　　　 三洋堂書店大田川店

愛知県 春日井市　　秀才堂

愛知県 小牧市　　　 三洋堂書店小牧東店

愛知県 春日井市　　三洋堂書店鳥居松店

愛知県 東郷町　　　 らくだ書店東郷店

愛知県 日進市　　　 三洋堂書店香久山店

愛知県 長久手市　　くまざわ書店長久手店

愛知県 中区　　　　 星野書店栄町ビル店

愛知県 中村区　　　 星野書店近鉄パッセ店

愛知県 中川区　　　 三洋堂書店中野橋店

愛知県 東区　　　　 三洋堂書店砂田橋店

愛知県 千種区　　　 ちくさ正文館タ－ミナル店

愛知県 千種区　　　 らくだ書店本店

愛知県 名東区　　　 三洋堂書店猪高車庫東店

愛知県 瑞穂区　　　 三洋堂書店新開橋店

愛知県 昭和区　　　 三洋堂書店杁中店

愛知県 天白区　　　 三洋堂書店塩釜店

愛知県 守山区　　　 三洋堂書店志段味店

愛知県 緑区　　　　 三洋堂書店徳重店

愛知県 小牧市　　　 トーハン中部Ｌ．Ｃ．三洋堂書店商品部

三重県 桑名市　　　 三洋堂書店桑名店

三重県 鈴鹿市　　　 宮脇書店鈴鹿店



三重県 四日市市　　テラ

三重県 津市　　　　 三洋堂書店白塚店

三重県 松阪市　　　 宮脇書店松阪店

三重県 多気町　　　 多気ＢＣ　クリスタルタウン店

三重県 伊賀市　　　 宮脇書店上野店

三重県 名張市　　　 三洋堂書店名張店

岐阜県 瑞浪市　　　 三洋堂書店瑞浪中央店

岐阜県 中津川市　　三洋堂書店中つ川店

岐阜県 高山市　　　 ブックス・アイオー

岐阜県 高山市　　　 三洋堂書店高山バロー店

岐阜県 関市　　　　 三洋堂書店新関店

岐阜県 可児市　　　 三洋堂書店下恵土店

岐阜県 岐阜市　　　 三洋堂書店長良店

岐阜県 各務原市　　三洋堂書店各務原店

岐阜県 多治見市　　三洋堂書店たじみ店

岐阜県 岐阜市　　　 三省堂書店岐阜店

岐阜県 岐阜市　　　 大洞堂本店

岐阜県 岐阜市　　　 三洋堂書店市橋店

岐阜県 大垣市　　　 三洋堂書店新大垣店

岐阜県 大垣市　　　 喜久屋書店大垣店

岐阜県 垂井町　　　 三洋堂書店垂井店

滋賀県 彦根市　　　 天晨堂ビバシティＢ．Ｃ

滋賀県 草津市　　　 アバンティブックセンター南草津店

滋賀県 草津市　　　 喜久屋書店草津店

滋賀県 大津市　　　 紀伊國屋書店大津店

滋賀県 近江八幡市　三洋堂書店近江八幡店

滋賀県 大津市　　　 扶桑書店

奈良県 奈良市　　　 三洋堂書店大安寺店

奈良県 香芝市　　　 三洋堂書店香芝店

奈良県 奈良市　　　 啓林堂書店新大宮店

奈良県 生駒市　　　 旭屋書店イオンモール奈良登美ヶ丘店

奈良県 奈良市　　　 啓林堂書店奈良三条店

奈良県 奈良市　　　 啓林堂書店西大寺店

奈良県 奈良市　　　 くまざわ書店奈良店

奈良県 平群町　　　 三洋堂書店平群店

奈良県 奈良市　　　 喜久屋書店奈良駅店

奈良県 橿原市　　　 喜久屋書店橿原店

和歌山県 橋本市　　　 ツモリ西部店

和歌山県 田辺市　　　 本とビデオあーく３

大阪府 豊中市　　　 大垣書店豊中緑丘店

大阪府 箕面市　　　 ブックパル　デューク書店

大阪府 高槻市　　　 大垣書店高槻店

大阪府 豊中市　　　 スカイブック北店

大阪府 堺市　　　　 天牛堺書店泉ケ丘店

大阪府 堺市　　　　 天牛堺書店堺東高島屋店

大阪府 堺市　　　　 紀伊國屋書店堺北花田店

大阪府 泉南市　　　 旭屋書店りんくう泉南店

大阪府 富田林市　　喜久屋書店富田林店

大阪府 豊中市　　　 ブックファースト曽根店

大阪府 豊中市　　　 ブックファースト豊中店

大阪府 豊中市　　　 ブックファースト蛍池店

大阪府 吹田市　　　 ブックファーストデュー阪急山田店

大阪府 池田市　　　 ブックファースト池田店

大阪府 藤井寺市　　パルネット藤井寺駅前店

大阪府 松原市　　　 パルネット松原駅前近商店



大阪府 北区　　　　 ブックファースト茶屋町口店

大阪府 北区　　　　 三省堂書店ルクア大阪店

大阪府 天王寺区　　旭屋書店天王寺ＭＩＯ店

大阪府 都島区　　　 アミーゴ書店都島店

大阪府 北区　　　　 ブックファースト梅田２階店

大阪府 北区　　　　 ブックファースト梅田３階店

大阪府 中央区　　　 ブックファーストなんばウォーク店

大阪府 北区　　　　 ブックファーストコミックランド梅田店

大阪府 淀川区　　　 ブックファースト三国店

大阪府 中央区　　　 ブックファースト淀屋橋店

大阪府 中央区　　　 ブックファーストクリスタ長堀店

大阪府 北区　　　　 ブックファースト梅田店

大阪府 福島区　　　 ブックファースト野田アプラ店

大阪府 北区　　　　 ジュンク堂書店大阪本店

大阪府 大阪市　　　 紀伊國屋書店グランフロント大阪店

大阪府 北区　　　　 紀伊國屋書店梅田本店（仕入）

大阪府 大阪市　　　 紀伊國屋書店阪急３２番街店

京都府 福知山市　　福島文進堂　福知山駅南町店

京都府 舞鶴市　　　 宮脇書店舞鶴店

京都府 綾部市　　　 宮脇書店綾部店

京都府 精華町　　　 三洋堂書店精華店

京都府 長岡京市　　文京堂書店今里店

京都府 北区　　　　 大垣書店ビブレ店

京都府 中京区　　　 大垣書店烏丸三条店

京都府 中京区　　　 大垣書店二条駅店

京都府 中京区　　　 ブックファースト四条大宮店

京都府 中京区　　　 大垣書店四条店

京都府 下京区　　　 くまざわ書店四条烏丸店

京都府 下京区　　　 ＪＱストア京都店

京都府 下京区　　　 くまざわ書店京都ポルタ店

京都府 下京区　　　 三省堂書店京都駅店

京都府 下京区　　　 ブックファースト京都店

京都府 下京区　　　 大垣書店京都ヨドバシ店

京都府 南区　　　　 アバンティブックセンター京都店

京都府 南区　　　　 旭屋書店イオン洛南店

京都府 南区　　　　 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店

京都府 左京区　　　 大垣書店高野店

京都府 左京区　　　 アミーゴ書店北山店

京都府 左京区　　　 アバンティブックセンター洛北店

京都府 右京区　　　 大垣書店イオンモール京都五条店

京都府 右京区　　　 大垣書店京都ファミリー店

京都府 西京区　　　 ブックファーストミュー阪急桂店

京都府 右京区　　　 あおい書店西院店

京都府 伏見区　　　 宮脇書店京都店

兵庫県 相生市　　　 ブックフォーラム相生店

兵庫県 小野市　　　 パルネット小野店

兵庫県 西宮市　　　 旭屋書店ららぽーと甲子園店

兵庫県 姫路市　　　 ブックフォーラム花田店

兵庫県 神戸市　　　 ブックファースト三宮店

兵庫県 神戸市　　　 紀伊國屋書店神戸店

兵庫県 神戸市　　　 エンジョイスペースＧＵＩＬＤ

兵庫県 芦屋市　　　 天久堂書店

兵庫県 神戸市　　　 ブックファースト六甲店

兵庫県 灘区　　　　 アミーゴ六甲道店

兵庫県 神戸市　　　 喜久屋書店名谷店



兵庫県 西宮市　　　 ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店

兵庫県 尼崎市　　　 ブックファースト阪神尼崎店

兵庫県 西宮市　　　 ブックファースト西宮店

兵庫県 川西市　　　 ブックファースト川西店

兵庫県 宝塚市　　　 ブックファースト宝塚店

兵庫県 西宮市　　　 ブックファーストエビスタ西宮店

広島県 広島市中区　紀伊國屋書店広島店

広島県 広島市　　　 廣文館広島駅ビル店

広島県 広島市中区　廣文館金座街本店

広島県 広島市　　　 シャレオブックガーデン廣文館

広島県 広島市西区　ともに書店

広島県 福山市　　　 廣文館福山駅ビル店

広島県 広島市中区　フタバ図書八丁堀店

岡山県 岡山市　　　 ジュンク堂書店岡山店

岡山県 岡山市　　　 ＮＥＴ２１セルバ岡山店

岡山県 津山市　　　 ブックフォーラム喜久屋書店津山店

岡山県 津山市　　　 ブックセンターコスモ津山店

岡山県 倉敷市　　　 宮脇書店笹沖店

岡山県 総社市　　　 宮脇書店総社店

岡山県 新見市　　　 宮脇書店ブックスフリーウェイ新見店

島根県 出雲市　　　 今井書店出雲店

島根県 松江市　　　 今井書店グループセンター店

島根県 松江市　　　 松江今井書店学園通店

鳥取県 米子市　　　 今井書店錦町店

鳥取県 米子市　　　 本の学校・メディア館コミックランド

山口県 宇部市　　　 宮脇書店宇部店

山口県 周南市　　　 宮脇書店徳山店

山口県 下関市　　　 くまざわ書店下関店

香川県 高松市　　　 宮脇書店南本店（Ａ）

香川県 高松市　　　 宮脇書店総本店

高知県 香美市　　　 金高堂土佐山田店

愛媛県 今治市　　　 宮脇書店今治本店

愛媛県 西条市　　　 宮脇書店東予店

愛媛県 新居浜市　　明屋書店ＭＥＧＡ西の土居店

徳島県 小松島市　　カルチャーシティ平惣小松島バイパス店

徳島県 阿南市　　　 カルチャーシティ平惣阿南センター店

徳島県 徳島市　　　 ブックシティ平惣徳島店

福岡県 北九州市　　くまざわ書店小倉店

福岡県 北九州市　　福家書店リバーウォーク北九州店

福岡県 北九州市　　喜久屋書店小倉店

長崎県 長崎市　　　 紀伊國屋書店長崎店

大分県 大分市　　　 紀伊國屋書店大分店

沖縄県 那覇市　　　 ジュンク堂書店那覇店

沖縄県 那覇市　　　 球陽堂書房メインプレイス店


