
『メディアの仕組み』販売書店リスト　（随時更新中）

書店 店名 住所

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

紀伊國屋書店 厚別店 北海道札幌市厚別区厚別中央二条5-7-2 サンピアザ
紀伊國屋書店 小樽店 北海道小樽市稲穂2-22-8 駅前第一ビル２Ｆ
丸善 丸善札幌北一条店 札幌市中央区北1条西3丁目2番地井門札幌ビル1階

　 ジュンク堂書店 旭川店 北海道旭川市一条通8丁目108番地フィール旭川1～5
三省堂 札幌 北海道札幌市中央区北五条西2-5 JRタワー札幌ステラプレイス5F
三省堂 大丸札幌店 北海道札幌市中央区北五条西4-7 大丸札幌店 8F
三省堂 旭川店 北海道旭川市一条通り8丁目右1号 旭川西武B館 9F
文教堂 札幌大通り駅店 北海道札幌市中央区南１条西４丁目（日之出ビル地下１階２階）
文教堂 琴似駅前店 北海道札幌市西区琴似2条1丁目1－20
文教堂 新札幌ＤＵＯ店 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目6－2　ＤＵＯ－1　4階
文教堂 新千歳空港店 北海道千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル1Ｆ
MARUZEN&ジュンク堂書店 札幌店 札幌市中央区南1条西1丁目8-2丸井今井南館B2F-5F
くまざわ書店 アリオ札幌 北海道札幌市東区北7条東9-2-20　アリオ札幌3F

青森県 紀伊國屋書店 弘前店 青森県弘前市土手町126
　 ジュンク堂書店 弘前中三店 青森県弘前市土手町49-1中三百貨店　6F・7F 

くまざわ書店 五所川原 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻517-1　五所川原エルムの街(イトーヨーカドー)
岩手県 ジュンク堂書店 盛岡店 岩手県盛岡市大通2-8-14MOSSビル3F・4F

日野屋ブックセンター 岩手県一関市千厩町千厩前田９６－１１
秋田県 ジュンク堂書店 秋田店 秋田県秋田市千秋久保田町4-2秋田フォーラス6F・7F

ブックスモア 潟上店 秋田県潟上市飯田川飯塚字古開90-2
加賀谷書店 秋田県秋田市千秋城下町6-1

宮城県 紀伊國屋書店 仙台店 宮城県仙台市太白区長町7-20-3 ザ･モール仙台長町３Ｆ
　 丸善 仙台アエル店 宮城仙台市青葉区中央1-3-1　AER1階
　 ジュンク堂書店 仙台ＴＲ店 宮城県仙台市青葉区中央3-6-1仙台TRビルB1F

ジュンク堂書店 仙台ロフト店 宮城県仙台市青葉区中央1-10-10仙台ロフト7F
ジュンク堂書店 仙台本店 宮城県仙台市青葉区中央4-1-1仙台イービーンズ 3・5・6・7F
あゆみBooks 仙台店 宮城県仙台市青葉区本町2-3-10 仙台本町ビル1F
あゆみBooks 仙台青葉通り店 宮城県仙台市青葉区一番町2-4-1 仙台興和ビル1F
あゆみBooks 仙台一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町4-5-13 サンシャインビル1F

山形県 くまざわ書店 山形 山形県山形市香澄町1-1-1　エスパル山形5階505
福島県 ジュンク堂書店 郡山店 福島県郡山市中町13-1うすい百貨店9F 
　 くまざわ書店 郡山店 福島県郡山市燧田195　エスパル郡山3F

西沢書店 福島県会津若松市インター西113 



関東
茨城県 丸善 水戸京成店 茨城県水戸市泉町1-6-1　京成百貨店8階

ACADEMIA イーアスつくば店イーアスつくば 茨城県つくば市研究学園　C50　街区-1　イーアスつくば3F
くまざわ書店 つくば 茨城県つくば市小野崎字千駄苅278-1　LALAガーデンつくば2F
くまざわ書店 取手 茨城県取手市中央町2-5　ボックスヒル取手店3F
文教堂 水戸店 茨城県水戸市宮町1－2－4

栃木県 紀伊國屋書店 宇都宮店 栃木県宇都宮市馬場通り3-1-1 宇都宮パルコ８Ｆ   
くまざわ書店 宇都宮インターパーク店 栃木県宇都宮市中島町939　インターパーク6-1-1
進駸堂　 中久喜本店 栃木県小山市中久喜1345-6

群馬県 紀伊國屋書店 前橋店 群馬県前橋市文京町2-1-1 けやきウォーク前橋１Ｆ
くまざわ書店 高崎 群馬県高崎市八島町222　イーサイト高崎2階
くまざわ書店 伊勢崎 群馬県伊勢崎市西小保方町346-3　SMARK伊勢崎　2F

埼玉県 紀伊國屋書店 さいたま新都心店 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーン新都心１Ｆ
紀伊國屋書店 浦和パルコ店 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 川越店 埼玉県川越市新富町2-11-1 まるひろアネックスＡ １･２Ｆ
紀伊國屋書店 入間丸広店 埼玉県入間市豊岡1-6-12 丸広百貨店入間店６Ｆ

　 ジュンク堂書店 大宮高島屋店 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-32 
三省堂 大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2 そごう大宮店 8F
リブロ ecute大宮店 埼玉県さいたま市大宮区錦町630　JR東日本　大宮駅構内
リブロ ピオニウォーク東松山店 埼玉県東松山市あずま町4-3　ピオニウォーク東松山２Ｆ
リブロ 新所沢店 埼玉県所沢市緑町1-2-1　新所沢パルコｌｅｔ'ｓ館３F
リブロ 鴻巣店 埼玉県鴻巣市本町1-1-2　エルミこうのすショッピングモール３F　
リブロ 春日部店 埼玉県春日部市南1-1-1　ララガーデン春日部2F
リブロ 川越店 埼玉県川越市新富町1-22　西武本川越ぺぺ４F　
よむよむ 草加谷塚店 埼玉県草加市瀬崎町1-9-1　谷塚コリーナライオンズタワー2F
あゆみBooks 志木店 埼玉県新座市東北2-39-23 高須ビル1F
ブックファースト ルミネ川越 埼玉県川越市脇田本町３９－１９
ブックファースト ルミネ大宮 埼玉県さいたま市大宮区錦町６３０
文教堂 川口駅店 埼玉県川口市川口１－１－１　（キュポラ３階）
文教堂 朝霞マルエツ店 埼玉県朝霞市本町1-12-10 マルエツ朝霞店3Ｆ
文教堂 川口朝日町店 埼玉県川口市朝日町4-13
文教堂 川口店 埼玉県川口市芝下3-36-27
文教堂 東川口店 埼玉県川口市戸塚3-35-14
文教堂 新座駅店 埼玉県新座市野火止5－3－11
文教堂 三郷店 埼玉県三郷市天神2丁目22
文教堂 熊谷ニットーモール店 埼玉県熊谷市銀座2丁目245番ニットーモール4F
文教堂 東越谷店 埼玉県越谷市東越谷3-6-6
文教堂 まるひろ南浦和店 埼玉県さいたま市南区南本町1丁目7番4号丸広百貨店4Ｆ
文教堂 浦和原山店 埼玉県さいたま市原山4-33-20
文教堂 東大宮駅ビル店 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-76-1
文教堂 岩槻店 埼玉県さいたま市岩槻区西町2丁目5－1ヤオコー岩槻西町店2Ｆ



埼玉県 オリオン書房 所沢店 埼玉県所沢市くすのき台1-14-5
くまざわ書店 アズセカンド 埼玉県熊谷市筑波2-115　JR熊谷駅駅ビル3Fアズセカンド内
くまざわ書店 宮原 埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1　イトーヨーカドー大宮宮原店3F
くまざわ書店 菖蒲 埼玉県久喜市菖蒲町3564　モラージュ菖蒲3F　3161区画
くまざわ書店 草加 埼玉県草加市氷川町1970　ヴァリエファッション館内
くまざわ書店 飯能 埼玉県飯能市仲町11-21　西武飯能ペペ4F
東京旭屋書店 イオン浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区大門3710（イオンモール浦和美園3F）
東京旭屋書店 志木店 埼玉県新座市東北2-38-10 （Ｓｔ．ＴＯＳＣＡ３Ｆ）
東京旭屋書店 新越谷店 埼玉県越谷市南越谷1-11-4（ＶＡＲＩＥ３Ｆ）
東京旭屋書店 アリオ上尾店 埼玉県上尾市大字一丁目367
十文字学園生活協同組合　 購買書籍部 埼玉県新座市菅沢2-1-28

千葉県 紀伊國屋書店 流山おおたかの森店 千葉県流山市西初石6-185-2 流山おおたかの森ショッピングセンター２Ｆ
丸善 津田沼店 千葉県習志野市谷津7-7-1　ブロックB棟2・3階
丸善 舞浜イクスピアリ店 千葉県浦安市舞浜1-4　イクスピアリ内101

 ジュンク堂書店 松戸伊勢丹店 千葉県松戸市松戸1307-1 
三省堂 そごう千葉店 千葉県千葉市中央区新町1000番 そごう千葉店9F
三省堂 船橋店 千葉県船橋市本町1-2-1西武船橋店 9階
三省堂 カルチャーステーション千葉 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル 4F
有隣堂 アトレ新浦安店 千葉県浦安市入船1-1-1
有隣堂 シャポー市川店 千葉県市川市市川1-1-1
リブロ 松戸店 千葉県松戸市松戸1149-1　プラーレ松戸５F
文教堂 茂原店 千葉県茂原市茂原１０
文教堂 八街店 千葉県八街市文違字文違野301-162
文教堂 下総中山駅店 千葉県船橋市本中山2－17－20
文教堂 東習志野店 千葉県船橋市習志野5-2-1
文教堂 馬橋駅前店 千葉県松戸市馬橋西ノ下98-1
文教堂 行徳店 千葉県市川市行徳駅前1-19-1
文教堂 市川鬼高店 千葉県市川市鬼高3-28-16
文教堂 ユーカリが丘店 千葉県佐倉市ユーカリが丘4－1ユーカリプラザ4Ｆ
文教堂 浦安西友店 千葉県浦安市北栄1－13－25西友浦安店パート2 4Ｆ
青山ブックセンター 成田空港店 千葉県成田市成田国際空港　第1ターミナル 中央ビル4階
くまざわ書店 松戸 千葉県松戸市松戸1181　JR松戸駅駅ビルアトレ松戸店6F
くまざわ書店 本八幡 千葉県市川市八幡2-17-1　本八幡ステーションセンター2F
くまざわ書店 津田沼 千葉県習志野市津田沼1-1-1　ホテルメッツ津田沼4・5F
くまざわ書店 ちはら台 千葉県市原市ちはら台西3-4　unimo ちはら台2F
くまざわ書店 ららぽーと 千葉県船橋市浜町2-1-1　船橋ららぽーと TOKYO-BAY 北館2Ｆ
くまざわ書店 船橋 千葉県船橋市本町7-1-1　シャポー船橋B1
くまざわ書店 稲毛 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-19-11　ペリエ稲毛
くまざわ書店 蘇我 千葉県千葉市中央区川崎町7-20　アリオ蘇我2F
くまざわ書店 プレナ幕張 千葉県千葉市美浜区ひび野2-4　プレナ幕張3F
くまざわ書店 新鎌ヶ谷 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷二丁目12番1号　アクロスモール新鎌ヶ谷2F



千葉県 山下書店 行徳店 千葉県市川市行徳駅前2-4-13
山下書店 南行徳店 千葉県市川市南行徳1-16-1 アーバンプラザＡ １Ｆ
東京旭屋書店 船橋店 千葉県船橋市本町7-1-1（船橋東武５Ｆ）

神奈川県 紀伊國屋書店 横浜店 神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店７Ｆ
横浜市 紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店 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 横浜みなとみらい店 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 Colette･Mare（コレット・マーレ）
　 丸善 横浜ポルタ店 神奈川県横浜市西区高島2-16　横浜駅東口地下街ポルタ地

三省堂 新横浜店 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
有隣堂 伊勢佐木町本店 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-4-1
有隣堂 横浜駅西口ザ・ダイヤモンド店 神奈川県横浜市西区南幸1-4-B1F
有隣堂 戸塚モディ店 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町10 　戸塚モディ4F

　 有隣堂 戸塚地下売店 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町12-1　戸塚駅B1F 
　 有隣堂 戸塚駅西口トツカーナ店 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-1　戸塚東急プラザ2F

有隣堂 ルミネ横浜店 神奈川県横浜市西区高島2-16-1　ルミネ横浜6F
有隣堂 トレッサ横浜店 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 たまプラーザテラス店 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
有隣堂 センター南駅店 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-1
有隣堂 長津田店 神奈川県横浜市緑区長津田4-1-1

 リブロ 東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区品濃町536-1　オーロラモール東戸塚
リブロ 横浜相鉄J店 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1　相鉄ジョイナス　４F
リブロ シァルプラット東神奈川店 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1-29
リブロ 港北東急店 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央5-1　港北東急４F
あゆみBooks 綱島店 神奈川県横浜市港北区綱島東1-5-17 クリエート綱島1F・2F
ブックファースト モザイクモ－ル港北 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３１－１
ブックファースト 青葉台 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
文教堂 立場店 神奈川県横浜市泉区中田西１－１(ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ立場店3階)
文教堂 新横浜駅店 神奈川県横浜市港北区新横浜３－６－４
文教堂 中山とうきゅう店 神奈川県横浜市緑区中山町304－1中山とうきゅう4Ｆ
文教堂 横浜北山田店 神奈川県横浜市都筑区北山田2-16-13
文教堂 桂台店 神奈川県横浜市青葉区桂台2-4-1
文教堂 すすき野とうきゅう店 神奈川県横浜市青葉区すすき野2-5-4すすき野とうきゅう2Ｆ
文教堂 ＣＡみなとみらい駅店 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3-4クイーンズスクエア横浜
文教堂 栄上郷店 神奈川県横浜市栄区長倉町1-1387-1
文教堂 杉田とうきゅう店 神奈川県横浜市磯子区杉田1-17-1　杉田とうきゅう3階
文教堂 上白根店 神奈川県横浜市旭区上白根719
くまざわ書店 港北 神奈川県横浜市都筑区中川中央一丁目25番1号　ノースポートモール3F
くまざわ書店 ランドマーク 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1　横浜ランドマークタワー
くまざわ書店 鶴見 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-1-1　シァル鶴見5F

横浜市以外 丸善 ラゾーナ川崎店 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1　ラゾーナ川崎プラザ1階
有隣堂 武蔵小杉東急スクエア店 神奈川県川崎市中原区小杉町3-472
有隣堂 川崎アゼリア店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-2



神奈川県 有隣堂 アトレ川崎店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1　アトレ川崎（旧・川崎BE） 6F
横浜市以外 有隣堂 新百合ヶ丘エルミロード店 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1　小田急新百合ヶ丘エルミロード

有隣堂 藤沢店 神奈川県藤沢市南藤沢2-1-1　フジサワ名店ビル 2・3・4・5F
有隣堂 テラスモール湘南店 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1　テラスモール4F
有隣堂 淵野辺店 神奈川県相模原市中央区淵野辺4-16-34
有隣堂 厚木店 神奈川県厚木市中町2-6 三成ほていやビル
有隣堂 本厚木ミロード南館店 神奈川県厚木市泉町1-1　小田急本厚木ミロード南館1F・2F
有隣堂 大和店 神奈川県大和市大和東1-1-1 プロス3F
有隣堂 小田原ラスカ店 神奈川県小田原市栄町1-1-9
有隣堂 ミウィ橋本店 神奈川県相模原市緑区橋本3-28-1
ブックファースト ボーノ相模大野 神奈川県相模原市南区相模大野三丁目２番１号
文教堂 溝ノ口本店 神奈川県川崎市高津区久本３－１－２８
文教堂 溝の口駅前店 神奈川県川崎市高津区溝口１－３－１(ﾉｸﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ1-7階)
文教堂 登戸駅店 神奈川県川崎市多摩区登戸３４３５
文教堂 向ヶ丘駅前店 神奈川県川崎市登戸2735中和ビル2Ｆ
文教堂 新城駅店 神奈川県川崎市中原区上新城2-1-17
文教堂 宮前平店 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-11-1
文教堂 大船モール店 神奈川県鎌倉市岡本１１８８－１(ｺｰﾅﾝ鎌倉大船ﾓｰﾙ2階)
文教堂 伊勢原とうきゅう店 神奈川県伊勢原市桜台１－３－３（伊勢原とうきゅう４階）
文教堂 中央林間店 神奈川県大和市中央林間４－６－３
文教堂 中央林間とうきゅう店 神奈川県大和市中央林間4丁目12番1号
文教堂 湘南とうきゅう店 神奈川県藤沢市遠藤字滝ノ沢698番地10 湘南とうきゅう2階
文教堂 星ヶ丘店 神奈川県相模原市千代田6-3
文教堂 城山店 神奈川県相模原市城山町原宿2-8-1
文教堂 渋沢駅前店 神奈川県秦野市柳町1-22-3
文教堂 秦野駅前店 神奈川県秦野市1-1
文教堂 小田原店 神奈川県小田原市成田466
文教堂 葉山店 神奈川県三浦郡葉山町一色1465-1
文教堂 座間駅前店 神奈川県座間市入谷5-1679
文教堂 入谷店 神奈川県座間市入谷1-405-1
文教堂 Ｒ４１２店 神奈川県厚木市林1-2-10
ジュンク堂書店 藤沢店 神奈川県藤沢市藤沢559ビックカメラ藤沢店7F・8F
三省堂 小田原店 神奈川県小田原市城山1-1-1 JR東海小田原駅1F(小田原駅西口)
紀伊國屋書店 相模原伊勢丹店 神奈川県相模原市南区相模大野4-4-3 伊勢丹相模原店Ａ館６Ｆ
くまざわ書店 相模大野 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1　小田急相模大野SS-A-6F
くまざわ書店 橋本 神奈川県相模原市緑区大山町1-22　アリオ橋本店1Ｆ 
くまざわ書店 横須賀 神奈川県横須賀市本町2-1-12　ショッパーズプラザ横須賀3F
くまざわ書店 本厚木 神奈川県厚木市中町2-2-1　小田急ミロード新館5F
くまざわ書店 辻堂湘南モール 神奈川県藤沢市辻堂新町4-1-1　湘南モールＦＩＬＬ2F
啓文堂書店 橋本駅店 神奈川県相模原市緑区橋本2-3-2（京王クラウン街橋本2階）
啓文堂書店 稲田堤店 神奈川県川崎市多摩区菅4-2-1 （京王相模原線稲田堤駅南口）



神奈川県 啓文堂書店 小田急相模原店 神奈川県相模原市南区南台3-20-1（ラクアル・オダサガ3階）
東京都23区 紀伊國屋書店 大手町ビル店 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル１Ｆ

丸善 丸の内本店 東京都千代田区丸の内1-6-4　丸の内オアゾショップ
丸善 お茶の水店 東京都千代田区神田駿河台2-8　瀬川ビル1階

　 三省堂 神保町本店 東京都千代田区神田神保町1-1
　 三省堂 有楽町店 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館 1・2F

三省堂 明治大学駿河台店 東京都千代田区神田駿河台１−１
　 三省堂 東京駅一番街店 東京都千代田区丸の内1-9-1東京駅一番街1階

三省堂 アトレ秋葉原店 東京都千代田区外神田1-17-6　アトレ秋葉原1 2階
　 ジュンク堂書店 プレスセンター店 東京都千代田区内幸町2-2-1日本プレスセンタービル1F

青山ブックセンター 丸ビル店 東京都千代田区丸の内2-4-1　丸ビル４階
文教堂 市ヶ谷店 東京都千代田区五番町３－１(五番町ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ内)
書泉グランデ 東京都千代田区神田神保町１－３－２
書泉ブックタワー 東京都千代田区神田佐久間町1-11-1
有隣堂 ヨドバシAKIBA店 東京都千代田区神田花岡町1-1
くまざわ書店 大手町 東京都千代田区丸の内1-3-1先都営三田線大手町駅B1改札外コンコース
啓文堂書店 神田駅前店 東京都千代田区鍛冶町2-6-1（堀内ビルディング1階・地下1階）
啓文堂書店 九段下店 東京都千代田区九段北1-2-3（フナトビル1・2階）
山下書店 半蔵門店 東京都千代田区麹町2-7 半蔵門ﾋﾞﾙ1F
八重洲ブックセンター 八重洲本店 東京都中央区八重洲2-5-1
丸善 日本橋店 東京都中央区日本橋2-3-10

　 文教堂 人形町店 東京都中央区日本橋人形町１－１８－１２
ブックファースト 銀座コア 東京都中央区銀座５－８－２０
山下書店 東銀座店 東京都中央区築地4-1-1　東劇ビル１Ｆ
ジュンク堂書店 池袋本店 東京都豊島区南池袋2-15-5
リブロ 池袋店 東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店書籍館1F
くまざわ書店 池袋 東京都豊島区西池袋1-11-1　ルミネ池袋店6F
山下書店 大塚店 東京都豊島区北大塚2-14-5  ＫＹﾋﾞﾙ1F
東京旭屋書店 池袋店 東京都豊島区西池袋1-1-25（東武百貨店池袋プラザ館７Ｆ）
有隣堂 アトレ恵比寿店 東京都渋谷区恵比寿南１－５－５ アトレ恵比寿 ５Ｆ
紀伊國屋書店 渋谷店 東京都渋谷区道玄坂1-2-2 東急プラザ渋谷５Ｆ
紀伊國屋書店 笹塚店 東京都渋谷区笹塚1-48-14 笹塚ショッピングモール１Ｆ
リブロ 渋谷パルコ店 東京都渋谷区宇田川町15-1　渋谷パルコｐａｒｔ１B１F
代官山蔦屋書店 東京都渋谷区 猿楽町17-5
MARUZEN＆ジュンク堂書店 渋谷店 東京都渋谷区道玄坂2-24-1東急百貨店7F 
文教堂 渋谷店 東京都渋谷区渋谷１－２４－１０
文教堂 代々木上原駅店 東京都渋谷区西原3-8-5
ブックファースト 渋谷文化村通り 東京都渋谷区宇田川町２３－３
啓文堂書店 渋谷店 東京都渋谷区道玄坂1-4-19（渋谷マークシティ EAST MALL1階・地下1階）
山下書店 渋谷南口店 東京都渋谷区渋谷3-19-1 オミﾋﾞﾙ1F

　 丸善 アークヒルズ店 東京都港区赤坂1-12-32　アーク森ビル3階



東京都23区 リブロ 青山店 東京都港区北青山2-12-16　北青山吉川ビルB１F
リブロ 汐留シオサイト店 東京都港区東新橋1-5-2　汐留シティセンターＢ２Ｆ
リブロ ウィング新橋店 東京都港区新橋２丁目東口地下街１号
青山ブックセンター 六本木店 東京都港区六本木 6-1-20 六本木電気ビル（1F）
あゆみBooks 田町店 東京都港区芝5-31-19 オーエックス田町ビル1F
慶応義塾大学生活協同組合三田書籍部 東京都港区三田2-15-45
文教堂 赤坂店 東京都港区赤坂２－１４－１７(国際新赤坂ﾋﾞﾙ東館１階)
文教堂 カレッタ汐留店 東京都港区東新橋１－８－２　(カレッタ汐留地下1階）
文教堂 浜松町店 東京都港区浜松町２－４－１(世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ別館2階)
文教堂 広尾店 東京都港区南麻布4丁目1-29 広尾ガーデン2Ｆ
カルチャーエージェント文教堂青山一丁目店 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビルＢ1Ｆ
くまざわ書店 品川 東京都港区港南2-15-2　品川インターシティー2F 
くまざわ書店 高輪 東京都港区高輪4-10-18　ウイング高輪2F
TSUTAYA  神谷町駅前店 東京都港区虎ノ門５丁目２－５ 　MTコート
あゆみBooks 小石川店 東京都文京区小石川2-22-2 和順ビル1F
東京大学消費生活協同組合本郷書籍部 東京都文京区本郷 7-3-1
文教堂 グリーンコート店 東京都文京区本駒込2－28－10

　 紀伊國屋書店 新宿本店 東京都新宿区新宿3-17-7
紀伊國屋書店 新宿南店 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 タカシマヤタイムズスクエア
三省堂 都庁店 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎 1・2F
三省堂 新宿店 東京都新宿区西新宿1-1-3 小田急百貨店本館　10階
あゆみBooks 早稲田店 東京都新宿区馬場下町62-4　芝田ビル1F
ブックファースト 新宿 東京都新宿区西新宿１－７－３　モード学園コクーンタワー
ブックファースト ルミネ新宿 東京都新宿区西新宿１－１－５

　 芳林堂 高田馬場店 東京都新宿区高田馬場1-26-5　FIビル
くまざわ書店 東京オペラシティ 東京都新宿区西新宿3-20-2　東京オペラシティ2F
山下書店 新宿西口第一店 東京都新宿区西新宿1-1-2  地下鉄ﾋﾞﾙB1F
山下書店 新宿西口第二店 東京都新宿区西新宿1-1-2  地下鉄ﾋﾞﾙB2F
伊野尾書店 東京都新宿区上落合2-20-6
あゆみBooks 杉並店 東京都杉並区梅里1-7-15 カーニープレイス杉並1F
西荻窪颯爽堂 西荻窪 東京都杉並区西荻北2-11-6
あゆみBooks 荻窪店 東京都杉並区荻窪5-30-6
三省堂 明治大学和泉店 東京都杉並区永福１−９−１
あゆみBooks 高円寺店 東京都杉並区高円寺北２−６−１　高円寺千歳ビル1F

　 啓文堂書店 荻窪店 東京都杉並区上荻1-9-1（荻窪タウンセブン6階）
今野書店 東京都杉並区西荻北3-1-8
文教堂 中野坂上店 東京都中野区本町２－４６－１(中野坂上ｻﾝﾌﾞﾗｲﾄﾂｲﾝ1階)
文教堂 新中野店 東京都中野区本町4-48-13

　 リブロ 大泉店 東京都練馬区東大泉2-10-11　リヴィンオズ大泉店４F
あゆみBooks 平和台店 東京都練馬区早宮2-17-41 やかた平和台ビル1F
八重洲ブックセンター 石神井公園店 東京都練馬区石神井町2-14-1　石神井公園ピアレスＡ棟１F



東京都23区 リブロ 光が丘店 東京都練馬区光が丘5-1-1　リヴィン光が丘店５F
オリオン書房 上石神井店 東京都練馬区上石神井2-24-1
くまざわ書店 大泉学園 東京都練馬区東大泉5-43-1　ゆめりあフェンテ4F
文教堂 練馬高野台店 東京都練馬区高野台1－7－17ピーコックストア高野台店2F
文教堂 青戸店 東京都葛飾区青戸３－３６－１
文教堂 赤羽店 東京都北区赤羽１－７－９(赤羽第一葉山ﾋﾞﾙ ﾒｯﾂ1･2階
文教堂 王子神谷店 東京都北区王子5－2タジマショッピングセンター2Ｆ
紀伊國屋書店 ららぽーと豊洲店 東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲３Ｆ 30900
文教堂 東陽町駅前店 東京都江東区東陽４－１－７(佐藤ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1階)
文教堂 東陽町店 東京都江東区東陽4-12-30西友店内
有隣堂 アトレ亀戸店 東京都江東区亀戸5-1-1
有隣堂 小岩ポポ店 東京都江戸川区南小岩7-24-15
あゆみBooks 瑞江店 東京都江戸川区瑞江2-5-1 ドーミー瑞江1F
文教堂 西葛西店 東京都江戸川区西葛西6-8-7
リブロ ecute日暮里店 東京都荒川区西日暮里2-19　JR東日本　日暮里駅構内
文教堂 西台店 東京都板橋区蓮根3-9
文教堂 成増店 東京都板橋区成増1-29
紀伊國屋書店 北千住マルイ店 東京都足立区千住3-92 北千住マルイ８Ｆ
ブックファースト ルミネ北千住 東京都足立区千住旭町４２－２

　 くまざわ書店 西新井 東京都足立区西新井栄町1-20-1　アリオ西新井3F
山下書店 綾瀬東口店 東京都足立区綾瀬3－1－32

　 リブロ 浅草店 東京都台東区浅草1-25　浅草ＲＯＸ４F
有隣堂 錦糸町テルミナ店 東京都墨田区江東橋3-14-5
くまざわ書店 錦糸町 東京都墨田区錦糸2-2-1　アルカキット錦糸町9F
文教堂 錦糸町店 東京都墨田区江東橋3-9-10 丸井錦糸町店 6階
有隣堂 アトレ大井町店 東京都品川区大井1-2-1

　 あゆみBooks 五反田店 東京都品川区西五反田1-31-1 日本生命五反田ビル1F
有隣堂 アトレ目黒店 東京都品川区上大崎2-16-7
ブックファースト レミィ五反田 東京都品川区東五反田２－１－２レミィ五反田　７階

　 ブックファースト 大井町 東京都品川区大井１－１－１東急大井町駅２階
文教堂 大崎店 東京都品川区大崎1丁目6番5号大崎ニューシティ5号館1階
ブックファースト 自由が丘 東京都目黒区自由が丘１－８－２１　メルサ自由が丘Ｐａｒｔ
東京工業大学生活協同組合大岡山購買書籍店 東京都目黒区大岡山2-12-1
紀伊國屋書店 玉川高島屋店 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

　 三省堂 下北沢店 東京都世田谷区北沢2-25-21 ピーコックストア下北沢店 3F
三省堂 成城店 東京都世田谷区成城6-5-34 成城コルティ2F
文教堂 三軒茶屋店 東京都世田谷区三軒茶屋１－３９－７
三省堂 経堂店 東京都世田谷区経堂2-1-33　経堂コルティ2階
ブックファースト 二子玉川店 東京都世田谷区玉川２－２２－１３　二子玉川駅　改札内
文教堂 二子玉川店 東京都世田谷区玉川２－２１－１　二子玉川ﾗｲｽﾞ
文教堂 経堂店 東京都世田谷区宮坂2-19-5大丸ピーコックＢ1Ｆ



東京都23区 啓文堂書店 下高井戸店 東京都世田谷区松原3-29-17（京王線下高井戸駅構内）
啓文堂書店 明大前店 東京都世田谷区松原2-46-1（フレンテ明大前2階）
山下書店 世田谷店 東京都世田谷区若林4-20-8
本屋B&B 東京都世田谷区北沢2-12-4
有隣堂 グランデュオ蒲田店 東京都大田区西蒲田7-68-1
有隣堂 羽田空港店 東京都大田区羽田空港3-3-2
ブックファースト アトレ大森 東京都大田区大森北１－６－１６
くまざわ書店 グランデュオ蒲田店 東京都大田区蒲田5-13-1　東館6F
くまざわ書店 田園調布 東京都大田区田園調布2-62-4　東急スクエアガーデンサイト2F
山下書店 羽田店 東京都大田区羽田空港3-3-2  第一ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ3F
文教堂 糀谷店 東京都大田区萩中2-12

23区以外 紀伊國屋書店 国分寺店 東京都国分寺市南町3-20-3 国分寺駅ビル８Ｆ
紀伊國屋書店 吉祥寺東急店 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 東急百貨店吉祥寺店８Ｆ
丸善 丸善多摩センター店 東京都多摩市落合1－46－1ココリア多摩センター5階
ブックファースト アトレ吉祥寺東館 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１－２４
ブックファースト アトレ吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１－２４
リブロ 調布店 東京都調布市小島町1-38-1　調布パルコ５F
リブロ 国領店 東京都調布市国領町3-1-38　マルエツ国領店１F
リブロ 南町田店 東京都町田市鶴間3-4-1　グランベリーモールＣ棟１F

　 リブロ 吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1　吉祥寺パルコＢ２F
　 リブロ 田無店 東京都西東京市田無町2-1-1　リヴィン田無店４F

よむよむ 花小金井駅前店 東京都小平市花小金井1-8-3 いなげや花小金井駅前店２F
有隣堂 町田モディ店 東京都町田市原町田6-2-6
有隣堂 ルミネ町田店 東京都町田市原町田6-1-11
有隣堂 セレオ八王子店 東京都八王子市旭町1-1
オリオン書房 ノルテ店 東京都立川市曙町2-42-1 パークアベニュー3F
オリオン書房 立川ルミネ店 東京都立川市曙町2-1-1　立川ルミネ8Ｆ

　 オリオン書房 立川　サザン店 東京都立川市柴崎町3-2-1　サザン2F
オリオン書房 立川柏町店 東京都立川市柏町1-14-20

　 オリオン書房 立川　アレア店 東京都立川市柴崎町3-6-29 アレアレア〔2〕 3F
　 オリオン書房 Paper wall ecute立川店 東京都立川市柴崎町3-1-1　エキュート立川2F(立川駅改札内)
　 オリオン書房 西国分寺店 東京都国分寺市西恋ヶ窪2-1-18 nonowa西国分寺駅 2F

オリオン書房 秋津店 東京都東村山市秋津町5-7-8
オリオン書房 小平店 東京都小平市美園町1-34-2
オリオン書房 イオンモールむさし村山店 東京都武蔵村山市榎1-1-3-3011(3F)
くまざわ書店 桜ケ丘 東京都多摩市関戸1-11-1　京王聖蹟桜ヶ丘駅京王ショッピングセンターA館7F
くまざわ書店 八王子 東京都八王子市旭町2-11　JR八王子駅北口左
くまざわ書店 八王子南口 東京都八王子市子安町4-7-1　サザンスカイタワー八王子1Ｆ　八王子南口店
くまざわ書店 昭島 東京都昭島市田中町562-1　モリタウン本館2F
啓文堂書店 府中店 東京都府中市府中町1-3-6（京王府中SC東モール2階）
啓文堂書店 高幡店 東京都日野市高幡116-10　（京王高幡SC3階）



23区以外 啓文堂書店 多摩センター店 東京都多摩市落合1-10-1（京王多摩センターSC2階）
啓文堂書店 仙川店 東京都調布市仙川町1-43-1 （京王仙川駅ビル2階）
啓文堂書店 三鷹店 東京都三鷹市下連雀3-35-1（三鷹コラル3階）
啓文堂書店 南大沢店 東京都八王子市南大沢2-1-6（フレンテ南大沢3階）
啓文堂書店 武蔵小金井店 東京都小金井市本町6-14-45JR武蔵小金井南口ビル（セレオ武蔵小金井2階）
啓文堂書店 狛江店 東京都狛江市元和泉1-2-2（小田急マルシェ狛江）
文教堂 武蔵境駅前店 東京都武蔵野市境南町2-2-3
文教堂 木曽店 東京都町田市木曽町2254
文教堂 成瀬店 東京都町田市南成瀬1-3-4
文教堂 南成瀬店 東京都町田市南成瀬1-25-10
文教堂 清瀬店 東京都清瀬市梅園2-10
文教堂 小平店 東京都小平市仲町439
文教堂 東小金井店 東京都小金井市中町2－23－23大丸ピーコック2Ｆ
文教堂 小金井店 東京都小金井市貫井南町1-8
文教堂 南大沢店 東京都八王子市南大沢2-28-1ガレリア・ユギ５階
文教堂 あきる野とうきゅう店 東京都あきる野市秋川1-17-1あきる野とうきゅう4Ｆ

中部
新潟県 紀伊國屋書店 新潟店 新潟県新潟市中央区万代1-5-1 LOVELA（ラブラ）万代６Ｆ
　 ジュンク堂書店 新潟店 新潟市中央区笹口1-1プラーカ１ １階・地階　（JR新潟駅南口）
福井県 紀伊國屋書店 福井店 福井県福井市中央1-9-20 福井西武新館５Ｆ   
石川県 紀伊國屋書店 金沢大和店 石川県金沢市香林坊1-1-1 香林坊大和７Ｆ
富山県 紀伊國屋書店 富山店 富山県富山市総曲輪3-8-6 総曲輪フェリオ７Ｆ
山梨県 ジュンク堂書店 岡島甲府店 山梨県甲府市丸の内1-21-15岡島百貨店 6F
長野県 丸善 松本店 長野県松本市深志1丁目3－11コングロM　B1・1階・2階

平安堂 長野店 長野県長野市末広町1355-5　ウエストプラザ内
岐阜県 三省堂 岐阜店 岐阜県岐阜市橋本町1-10 アスティ岐阜 2F

三省堂 大垣店 岐阜県大垣市高屋町1-145 大垣アピオ 3F
　 カルコス　 穂積店 岐阜県瑞穂市稲里651-1　
静岡県 MARUZEN＆ジュンク堂書店 新静岡店 静岡県静岡市葵区鷹匠1丁目1番1号新静岡セノバ5階

戸田書店 静岡本店 静岡県静岡市葵区紺屋町17-1 葵タワー
谷島屋 浜松本店 静岡県浜松市中区砂山町6-1 
文教堂 富士宮店 静岡県富士宮市小泉町22-4

文教堂 伊東店 静岡県伊東市吉田1026
愛知県 紀伊國屋書店 名古屋空港店 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
　 丸善 名古屋セントラルパーク 愛知県名古屋市中区錦3-15-13　セントラルパーク地下街

丸善 丸善名古屋栄店 愛知県名古屋市中区栄三丁目3番1号丸栄6・7階 
　 三省堂 名古屋高島屋店 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 ジェイアール名古屋タカシマヤ 

三省堂 一宮店 愛知県一宮市栄3-1-1 アスティ一宮 1F
リブロ 名古屋店 愛知県名古屋市中区栄3-29-1　名古屋パルコ東館４F　
ジュンク堂書店 名古屋店 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9堀内ビル1F 

　 ジュンク堂書店 ロフト名古屋店 愛知県名古屋市中区栄3-18-1ナディアパークB1F・7F



愛知県 精文館書店 豊橋本店 愛知県豊橋市広小路1-6
三重県 丸善 丸善四日市店 三重県四日市市諏訪栄町7－34　近鉄四日市店地階
近畿
滋賀県 紀伊國屋書店 大津店 滋賀県大津市打出浜14-30 大津パルコ５Ｆ

大垣書店 フォレオ大津一里店 滋賀県大津市一里山７丁目1－1フォレオ大津一里山　1F
旭屋書店 イオン西大津市 滋賀県大津市皇子が丘3-11-1

京都府 ジュンク堂書店 京都店 京都府京都市下京区四条通柳馬場東入ル立売東町20-1
ジュンク堂書店 京都朝日会館店 京都府京都市中京区河原町通三条上る恵比須町427京都朝日会館3階4階
三省堂 京都駅店 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901京都駅ビル専門店
ブックファースト 四条大宮 京都府京都市中京区四条通大宮西入ル錦大宮町１２１　大宮阪急ビル

　 ブックファースト 桂 京都府京都市西京区桂野里町１７　ミュー阪急桂　４階
ブックファースト 京都 京都府京都市下京区四条通河原町北東角　コトクロス阪急河原町
くまざわ書店 四条烏丸 京都府京都市下京区四条烏丸東入ル長刀鉾町20　四条鳥丸FTスクエア-B1
くまざわ書店 京都ポルタ 京都府京都市下京区烏丸通り塩小路下ル東塩小路町　京都駅前地下街porta604号
旭屋書店 イオン洛南店 京都府京都市南区吉祥院御池町31（イオン洛南２Ｆ）
大垣書店 ビブレ店 京都府京都市北区小山上総町49-1　北大路ビブレ4F
大垣書店 烏丸三条店 京都府京都市中京区烏丸通三条上ル　烏丸ビル1階
大垣書店 二条駅店 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町1-6 BiVi二条１F
大垣書店 四条店 京都府京都市中京区烏丸通四条上ル　京都御幸ビル2F
大垣書店 イオンモールKYOTO店 京都府京都市南区八条通西洞院下ル イオンモールKYOTO Kaede館2階

　 大垣書店 京都ヨドバシ店 京都府京都市下京区烏丸通七条下る 京都ヨドバシ6階
大垣書店 高野店 京都府京都市左京区高野東開町20番地
田村書店 京都桂店 京都府京都市西京区桂南巽町133-2　阪急京都線　桂駅前

奈良県 近鉄ブックセンター 奈良店 奈良県奈良市西大寺東町2-4-1
近鉄ブックセンター 橿原店 奈良県橿原市北八木町3-65-11 近鉄百貨店橿原店6F
旭屋書店 イオン奈良登美ヶ丘店 奈良県生駒市鹿畑町3027

大阪府 紀伊國屋書店 梅田本店 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街
大阪市 紀伊國屋書店 グランドビル店 大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル１Ｆ

紀伊國屋書店 グランフロント大阪店 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 ショップ＆レストラン南館６F
　 紀伊國屋書店 本町店 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 京橋店 大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38 京阪モール２Ｆ
MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店 大阪府大阪市北区茶屋町7-20チャスカ茶屋町 地下1階～7階

　 ジュンク堂書店 梅田ヒルトンプラザ店 大阪府大阪市北区梅田1丁目8-16ヒルトンプラザイースト5F
ジュンク堂書店 大阪本店 大阪府大阪市北区堂島1-6-20堂島アバンザ1F～3F
ジュンク堂書店 天満橋店 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
ジュンク堂書店 千日前店 大阪府大阪市中央区難波千日前12-7Y.E.S.NAMBAビル1F～3
ジュンク堂書店 難波店 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3マルイト難波ビル3F
ジュンク堂書店 上本町店 大阪府大阪市天王寺区上本町6－1－55近鉄百貨店11階

　 近鉄ブックセンター 阿倍野店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30
　 三省堂 ルクア大阪店 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3　LUCUA9階
　 リブロ イオンモール鶴見店 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1



大阪府 リブロ なんばウォーク店 大阪府大阪市中央区千日前1虹のまち5-7　　
大阪市 文教堂 淀屋橋店 大阪府大阪市中央区今橋４－１－１（淀屋橋odona2階）

ブックファースト 梅田 大阪府大阪市北区梅田１－１２－３９　新阪急ビル　１階～３階
ブックファースト 梅田２階 大阪府大阪市北区芝田１－１－３　阪急梅田駅　２階

　 ブックファースト 梅田３階 大阪府大阪市北区芝田１－１－２　阪急梅田駅　３階
　 ブックファースト なんばウォ－ク 大阪府大阪市中央区難波２丁目　なんばウォーク虹のまち　１－２
　 ブックファースト コミックランド梅田 大阪府大阪市北区堂山町　梅田地下街　３－２

ブックファースト 三国 大阪府大阪市淀川区三国本町３－３７－１　ヴュール阪急三国　１階
ブックファースト 茶屋町口 大阪府大阪市北区芝田１－１－２　阪急梅田駅　２階
ブックファースト 淀屋橋 大阪府大阪市中央区北浜３－６－１４　御堂筋線淀屋橋駅　北改札前
ブックファースト クリスタ長堀 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 野田アプラ 大阪府大阪市福島区海老江１－１－１７　野田アプラ　１階
　 旭屋書店 なんばCITY店 大阪府大阪市中央区難波5-1-60（なんばＣＩＴＹ Ｂ２）

旭屋書店 天王寺MiO店 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39（天王寺ＭｉＯ９Ｆ）
旭屋書店 梅田地下街店 大阪府大阪市北区曽根崎2 梅田地下街5-2
旭屋書店 なんばパークス店 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70
くまざわ書店 天王寺店 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-48　天王寺mioプラザ3F
清風堂書店 梅田店 大阪府大阪市北区曽根崎2-11-16　梅田セントラルビルB2
田村書店 西九条店 大阪府大阪市此花区西九条1-32-17　阪神西九条駅1階
田村書店 高島屋店 大阪府大阪市中央区難波5-1-5　高島屋書籍売場

大阪市以外 文教堂 住道店 大阪府大東市住道2-3-1ギャレカサレス住道2Ｆ
紀伊國屋書店 高槻店 大阪府高槻市白梅町4-1 高槻オーロラモール５Ｆ 
紀伊國屋書店 堺北花田店 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 泉北店 大阪府堺市南区茶山台1-3-1 パンジョ４Ｆ
丸善 八尾アリオ店 大阪府八尾市光町2-3　アリオ八尾3階
丸善 関西空港店 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地　旅客ターミナル3階
リブロ 江坂店 大阪府吹田市豊津町9-1　パシフィックマークス江坂２F
ブックファースト 曽根 大阪府豊中市曽根東町３－１－１　ティオ阪急曽根　１階
ブックファースト 豊中 大阪府豊中市本町１－１－１　阪急豊中駅　２階

　 ブックファースト 蛍池 大阪府豊中市蛍池中町３－２－１　ルシオーレ　３階
ブックファースト デュ－山田 大阪府吹田市山田西４－１－２　デュー阪急山田　２階

　 ブックファースト 池田 大阪府池田市栄町２－１　池田阪急ビル　１階・２階
大垣書店 高槻店 大阪府高槻市芥川町1-2 C-115号　アクトアモーレ1F
大垣書店 豊中緑丘店 大阪府豊中市緑丘4丁目1番地 イオンタウン豊中緑丘2F
旭屋書店 イオンりんくう泉南店 大阪府泉南市りんくう南浜3-1
田村書店 千里中央店　 大阪府豊中市新千里東町1-3-321　せんちゅうパル３階
田村書店 セルシー店　 大阪府豊中市新千里東町1-5-2　セルシー１階
田村書店 緑地店 大阪府豊中市寺内2-4　北大阪急行　緑地駅一番街Ｂ１階
田村書店 千里丘店 大阪府摂津市千里丘1-1　ＪＲ京都線　千里丘駅
田村書店 南千里店 大阪府吹田市津雲台1-1-30　阪急千里線　南千里駅　ガーデンモール南千里２階
田村書店 北千里店 大阪府吹田市古江台4-2-25-111　阪急千里線　北千里駅　ディオス北千里１階



兵庫県 紀伊國屋書店 神戸店 兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 そごう神戸店新館５Ｆ
紀伊國屋書店 西神店 兵庫県神戸市西区糀台5-9-4 そごう西神店５Ｆ
紀伊國屋書店 加古川店 兵庫県加古川市加古川町篠原町字三ツ升21-8 ヤマトヤシキ加古川店６Ｆ

　 紀伊國屋書店 川西店 兵庫県川西市栄町11-1 モザイクボックス４Ｆ
　 ジュンク堂書店 西宮店 兵庫県西宮市北口町1-1アクタ西宮西館4F 

ジュンク堂書店 芦屋店 兵庫県芦屋市大原町9-1-304ラポルテ東館3F
ジュンク堂書店 神戸住吉店 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
ジュンク堂書店 三宮駅前店 兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-15サンシティビル7F・8F
ジュンク堂書店 三宮店 兵庫県神戸市中央区三宮町1-6-18
ジュンク堂書店 舞子店 兵庫県神戸市垂水区東舞子町10-1-301Ｔｉｏ舞子3F
ジュンク堂書店 明石店 兵庫県明石市大明石町1-6-7明神ビル Ｂ1・1・2
ジュンク堂書店 姫路店 兵庫県姫路市豆腐町222ピオレ姫路ヤング館２Ｆ 
ブックファースト 川西 兵庫県川西市栄町２０－１　阪急川西能勢口駅　２階

　 ブックファースト 西宮 兵庫県西宮市高松町６－２０　阪急西宮北口駅　２階
ブックファースト 六甲 兵庫県神戸市灘区宮山町３－１－２５　六甲阪急ビル　２階
ブックファースト 三宮 兵庫県神戸市中央区加納町４－２－１　神戸阪急ビル東館　１階
ブックファースト 宝塚 兵庫県宝塚市栄町２－３－１　Ｇ･コレクション阪急宝塚　１階

　 ブックファースト エビスタ西宮 兵庫県西宮市田中町１－６　エビスタ西宮　１階
ブックファースト 西宮ガ－デンズ 兵庫県西宮市高松町１４－２－４０５　阪急西宮ガーデンズ　４階
ブックファースト 阪神尼崎 兵庫県尼崎市神田中通１丁目１番地１　ＡＭＡＳＴＡ ＡＭＡＳＥＮ
旭屋書店 ららぽーと甲子園店 兵庫県西宮市甲子園八番町1-100（ららぽーと甲子園２Ｆ）
大垣書店 神戸ハーバーランドumie店 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-2　 神戸ハーバーランドumie　NORTH MALL5
くまざわ書店 あまがさき店 兵庫県尼崎市潮江1-3-1　COCOEあまがさき3Ｆ
田村書店 川西店 兵庫県川西市栄町25-1-2-214　アステ川西２階
田村書店 猪名川店 兵庫県川辺郡猪名川町白金2-1　イオン猪名川店２階

中国・四国
岡山県 紀伊國屋書店 クレド岡山店 岡山県岡山市北区中山下1-8-45 ＮＴＴクレド岡山ビル４･５Ｆ      
　 丸善 岡山シンフォニービル店 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
広島県 紀伊國屋書店 広島店 広島県広島市中区基町6-27 広島センタービル６Ｆ

紀伊國屋書店 ゆめタウン広島店 広島県広島市南区皆実町2-8-17 ゆめタウン広島３Ｆ
　 MARUZEN 広島店 広島県広島市中区胡町5-22天満屋八丁堀ビル7・8F

フタバ図書 アルティアルパーク北棟店　 広島市西区草津南4丁目7－1
フタバ図書 TERA広島府中店 広島県安芸郡府中町大須　イオンモール広島府中3Ｆ
フタバ図書 MEGA中筋店 広島県広島市安佐南区中筋4-11-7
フタバ図書 GIGA本通店 広島県広島市中区大手町１丁目8-20

山口県 くまざわ書店 下関 山口県下関市竹崎町4-4-7　シーモールest4F
島根県 今井書店 グループセンター店 島根県松江市田和山町88

今井書店 学園通り店 島根県松江市学園2-33-8
鳥取県 鳥取大学生協 鳥取県鳥取市湖山町南4-101
香川県 紀伊國屋書店 高松店 香川県高松市丸亀町1-1 高松丸亀町壱番街３Ｆ

紀伊國屋書店 丸亀店 香川県丸亀市新田町150 ゆめタウン丸亀２Ｆ



徳島県 紀伊國屋書店 徳島店 徳島県徳島市寺島本町西1-5 そごう徳島店８Ｆ
 紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店 徳島県板野郡藍住町奥野字東中須 88-1 ゆめタウン徳島２Ｆ
愛媛県 紀伊國屋書店 いよてつ髙島屋店 愛媛県松山市湊町5-1-1 いよてつ高島屋７Ｆ
　 ジュンク堂書店 松山店 愛媛県松山市千舟町5-7-1エスパス松山ビル 
九州・沖縄
福岡県 紀伊國屋書店 福岡本店 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 ゆめタウン博多店 福岡県福岡市東区東浜1-1-1 ゆめタウン博多２Ｆ

紀伊國屋書店 久留米店 福岡県久留米市新合川1-2-1 ゆめタウン久留米２Ｆ
ジュンク堂書店 福岡店 福岡県福岡市中央区天神1-10-13メディアモール天神B1F～4F
リブロ 福岡西新店 福岡県福岡市早良区西新4-1-1　西新エルモールプラリバ６F

　 リブロ 福岡天神店 福岡県福岡市中央区天神2-5-35　岩田屋本店　本館7F
　 丸善 博多店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1　JR博多シティ8F

TSUTAYA 天神駅前福岡ビル店 福岡県福岡市中央区天神 1-11-17  
くまざわ書店 小倉店 福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1　JR小倉駅駅ビルアミュプラザ5F

佐賀県 紀伊國屋書店 佐賀店 佐賀県佐賀市兵庫町兵庫北土地区画整理地内22街区 ゆめタウン佐賀２Ｆ
宮崎県 旭屋書店 イオン宮崎店 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1-232
長崎県 紀伊國屋書店 長崎店 長崎県長崎市元船町10-1 夢彩都４Ｆ 

くまざわ書店 佐世保 長崎県佐世保市本島町4-7　TWINKLE　B1
大分県 紀伊國屋書店 大分店 大分県大分市明野東1-1-1 あけのアクロスタウン二番街２Ｆ
　 ジュンク堂書店 大分店 大分県大分市中央町1-2-7大分フォーラス7F・8F (Junku.COM 併設)
熊本県 紀伊國屋書店 熊本光の森店 熊本県菊池郡菊陽町光の森7-33-1 ゆめタウン光の森内２Ｆ

紀伊國屋書店 熊本はません店 熊本県熊本市南区田井島1-2-1 ゆめタウンはません３Ｆ
鹿児島県 紀伊國屋書店 鹿児島店 鹿児島県鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島４Ｆ
　 MARUZEN 天文館店 鹿児島市中町3-15ヴィストラルビルB3F～4F・6F
　 ジュンク堂書店 鹿児島店 鹿児島市呉服町6-5マルヤガーデンズ5F・6F
沖縄県 ジュンク堂書店 那覇店 沖縄県那覇市牧志1-19-29D-NAHA1F-3F 
　 リブロ リウボウブックセンター店 沖縄県那覇市久茂地1-1-1　デパートリウボウ７F
海外
台湾 淳久堂 天母店 台北市中山北路六段７７號太平洋SOGO天母店７F


