
■北海道 
札幌市 紀伊國屋札幌本店
札幌市 三省堂書店札幌店
旭川市 宮脇書店旭川豊岡店
留萌市 三省堂書店留萌ブックセンター
函館市 三省堂書店函館営業所川原店
■青森県 
青森市 宮脇書店青森本店
八戸市 伊吉書院西店
■岩手県 
久慈市 宮脇書店久慈店
■秋田県 
秋田市 加賀谷書店茨島店
■福島県 
福島市 岩瀬書店八木田店
福島市 岩瀬書店ヨークベニマル福島西店
福島市 岩瀬書店福島駅西口店
福島市 岩瀬書店鎌田店
郡山市 岩瀬書店富久山店
会津若松市 岩瀬書店会津若松駅前店
いわき市 ブックエースイオンモールいわき小名浜店
いわき市 ブックエース植田店
いわき市 ブックエース内郷店
いわき市 ブックエース小名浜店
いわき市 ブックエース上荒川店
■茨城県 
水戸市 ブックエース見和店
水戸市 ブックエース茨大前店
水戸市 ブックエース酒門店
水戸市 ブックエース川又書店県庁店
水戸市 ブックエース川又書店エクセル店
つくば市 TSUTAYA LALAガーデンつくば
ひたちなか市 ブックエースTSUTAYA勝田東石川店
石岡市 TSUTAYAピアシティ石岡店
日立市 ブックエース日立鮎川店
坂東市 ブックエースTSUTAYA坂東店
下妻市 ブックエース下妻店
下館市 ブックエース下館店
古河市 ブックエース総和店
結城市 ブックエース結城店
笠間市 ブックエース川又書店笠間店
那珂郡 ブックエース東海店
取手市 ブックエース新取手店
取手市 宮脇書店取手本店
■栃木県 
宇都宮市 八重洲ブックセンター宇都宮パセオ店
足利市 文真堂書店足利助戸店
■群馬県 
前橋市 煥乎堂前橋本店
前橋市 文真堂書店小出店
前橋市 文真堂書店ブックマンズアカデミー前橋店
高崎市 文真堂書店ブックマンズアカデミー高崎店
高崎市 文真堂書店倉賀野店
高崎市 文真堂書店上中居店

吾妻町 文真堂書店原町店
太田市 文真堂書店ブックマンズアカデミー太田店
沼田市 文真堂書店上原店
■埼玉県 
さいたま市 三省堂書店大宮店
さいたま市 旭屋書店イオンモール浦和美園店
越谷市 旭屋書店新越谷店
新座市 旭屋書店志木店
春日部市 TSUTAYA春日部16号線店
北葛飾郡 TSUTAYA杉戸店
幸手市 TSUTAYA幸手店
越谷市 文真堂書店北越谷店
幸手市 文真堂書店幸手店
上尾市 旭屋書店アリオ上尾店
■千葉県 
千葉市 三省堂書店そごう千葉店
千葉市 三省堂書店カルチャーステーション千葉
千葉市 宮脇書店検見川浜店
八千代市 八重洲ブックセンターイトーヨーカドー八千代店
船橋市 旭屋書店船橋店
流山市 紀伊國屋流山店
成田市 ブックエース成田赤坂店
柏　市 勝木書店ららぽーと柏の葉店
三郷市 勝木書店ららぽーと新三郷店
■東京都 
中央区 八重洲ブックセンター本店
中央区 八重洲ブックセンター日本橋三越店
中央区 三省堂書店有楽町店
杉並区 八重洲ブックセンタールミネ荻窪店
練馬区 八重洲ブックセンター石神井公園店
江戸川区 八重洲ブックセンターアリオ葛西店
千代田区 三省堂書店神保町本店
千代田区 三省堂書店アトレ秋葉原１
豊島区 三省堂書店池袋店
豊島区 旭屋書店池袋店
豊島区 旭屋書店アトレヴィ大塚店
新宿区 紀伊國屋書店新宿本店
台東区 明正堂アトレ上野店
世田谷区 三省堂書店下北沢店
世田谷区 三省堂書店成城店
世田谷区 三省堂書店経堂店
墨田区 三省堂書店東京ソラマチ店
武蔵野市 八重洲ブックセンターイトーヨーカドー武蔵境店
昭島市 八重洲ブックセンターイトーヨーカドー拝島店
町田市 久美堂本店
■神奈川県 
横浜市 八重洲ブックセンター京急百貨店上大岡店
横浜市 八重洲ブックセンターイトーヨーカドー上永谷店
横浜市 勝木書店あざみ野店
横浜市 三省堂書店新横浜店
小田原市 三省堂書店小田原店
川崎市 勝木書店宮前平店
海老名市 三省堂書店海老名店
■富山県 

富山市 文苑堂書店本郷店
富山市 文苑堂書店藤の木店
富山市 文苑堂書店富山豊田店
富山市 清明堂マリエ店
射水市 文苑堂書店小杉店
高岡市 文苑堂書店福田本店
高岡市 文苑堂書店新野村店
高岡市 文苑堂書店清水町店
高岡市 文苑堂書店戸出店
■石川県 
金沢市 うつのみや金沢香林坊店
金沢市 うつのみや小立野店
金沢市 うつのみや百番街店
金沢市 勝木書店大桑店
金沢市 文苑堂書店入江店
金沢市 文苑堂書店鳴和店
金沢市 文苑堂書店示野本店
野々市市 うつのみや金沢工大前店
野々市市 うつのみや上林店
羽咋市 文苑堂書店羽咋店
能美市 北国書林辰口店
小松市 うつのみや小松城南店
小松市 勝木書店イオンモール新小松店
白山市 北国書林松任
七尾市 うつのみや七尾店
七尾市 きくざわ書店ナッピィモール店
■福井県 
福井市 勝木書店新二の宮店
敦賀市 勝木書店SK敦賀店
鯖江市 勝木書店SK鯖江店
武生市 勝木書店武生店
■長野県 
長野市 平安堂東和田店
長野市 平安堂若槻店
長野市 平安堂新長野店
長野市 平安堂川中島店
伊那市 平安堂伊那店
上田市 平安堂上田しおだ野店
佐久市 平安堂佐久インターウェーブ店
千曲市 平安堂更埴店
塩尻市 平安堂塩尻店
安曇野市 平安堂あづみ野店
飯田市 平安堂座光寺店
■岐阜県 
岐阜市 三省堂書店岐阜店
■愛知県 
名古屋市 正文館書店
名古屋市 三省堂書店名古屋本店
名古屋市 三省堂書店名古屋髙島屋店
一宮市 三省堂書店一宮店
長久手市 正文館書店長久手フレンドタウン店
知立市 正文館書店知立八ッ田店
日進市 紀伊國屋書店プライムツリー赤池店
豊橋市 豊川堂本店

豊橋市 豊川堂カルミア店
田原市 豊川堂セントファーレ田原店
■三重県 
四日市市 宮脇書店四日市本店
■滋賀県 
大津市 大垣書店フォレオ大津一里山店
■京都府 
京都市 旭屋書店イオン洛南店
京都市 アバンティブックセンター京都店
京都市 アミーゴ書店洛北店
京都市 大垣書店イオンモールKYOTO
京都市 大垣書店イオンモール京都桂川店
■大阪府 
大阪市 旭屋書店天王寺MiO店
大阪市 旭屋書店なんばCITY店
大阪市 アミーゴ書店都島店
守口市 旭屋書店京阪守口店
西宮市 旭屋書店甲子園店
川西市 紀伊國屋書店川西店
堺　市 天牛堺書店光明池店
高石市 天牛堺書店高石店
泉佐野市 宮脇書店泉佐野店
柏原市 アバンティ宮脇書店大阪柏原店
高槻市 大垣書店高槻店
■兵庫県 
神戸市 大垣書店神戸ハーバーランドUmie店
神戸市 アミーゴ書店六甲道店
神戸市 アミーゴ書店舞多聞店
神戸市 アミーゴ書店垂水店
神戸市 アミーゴ新藤原台店
神戸市 イズミヤ西神戸店ブックアミーゴ
三木市 アバンティ三木志染店
洲本市 宮脇書店洲本店
西宮市 宮脇書店西宮店
加古川市 宮脇書店加古川店
■奈良県 
奈良市 啓林堂書店奈良店
奈良市 ジュンク堂奈良店
生駒市 旭屋書店イオンモール奈良登美が丘店
■和歌山県 
田辺市 多屋孫書店
■鳥取県 
鳥取市 宮脇書店新鳥取店
鳥取市 今井書店吉成店
鳥取市 今井書店湖山店
倉吉市 倉吉今井書店
倉吉市 今井書店倉吉パープルタウン店
米子市 本の学校 今井ブックセンター
米子市 今井書店錦町店
■島根県 
松江市 今井書店グループセンター店
松江市 今井書店学園通店
出雲市 今井書店出雲店
出雲市 今井書店ゆめタウン出雲店

出雲市 今井書店AREA
■岡山県 
岡山市 啓文社岡山本店
岡山市 宮脇書店新平島店
岡山市 三省堂書店岡山駅店
備前市 宮脇書店備前店
倉敷市 宮脇書店倉敷マスカット店
倉敷市 宮脇書店新児島店
■広島県 
広島市 廣文館金座街本店
広島市 廣文館広島駅ビル店
広島市 アルパークブックガーデン廣文館
廿日市市 紀伊國屋廿日市店
福山市 啓文社ポートプラザ店
福山市 啓文社コア福山西店
福山市 啓文社コア神辺店
福山市 啓文社コア春日店
東広島市 啓文社西条店
呉　市 啓文社ゆめタウン呉店
三原市 啓文社イオン三原店
■山口県 
下関市 宮脇書店ゆめモール下関店
下関市 宮脇書店ゆめシティ店
■徳島県 
徳島市 小山助学館三加茂店
徳島市 小山助学館本店
徳島市 平惣徳島店
徳島市 平惣タクト店
徳島市 平惣川内店
徳島市 平惣田宮店
小松島市 平惣羽ノ浦国道店
石井町 平惣石井店
阿南市 平惣阿南センター店
■香川県 
高松市 宮脇書店総本店
高松市 宮脇書店南本店
高松市 宮脇書店西町店
綾川町 宮脇書店綾南店
多度津町 宮脇書店多度津店
東かがわ市 宮脇書店東かがわ店
■愛媛県 
新居浜市 宮脇書店新居浜本店
■高知県 
高知市 金高堂書店本店
■福岡県 
福岡市 金修堂書店西新店
福岡市 金修堂書店サンセルコ店
■熊本県 
熊本市 金修堂書店城山店
天草市 ブックスまるぶんジャスコ本渡店
■沖縄県 
沖縄市 宮脇書店美里店
うるま市 宮脇書店うるま店
宜野湾市 宮脇書店大山店


