
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

　 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

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

文教堂書店 琴似駅前店 北海道札幌市西区琴似2条1丁目1－20

文教堂書店 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

文教堂書店 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

文教堂書店 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B1・B2

函館蔦屋書店 函館蔦屋書店 北海道函館市石川町85-1

喜久屋書店 BOOKJAM 岩見沢店 北海道岩見沢市六条東14丁目6-4

コーチャンフォー 新川通り店 北海道札幌市北区新川3条18丁目

コーチャンフォー ミュンヘン大橋店 北海道札幌市豊平区中の島1条13丁目

コーチャンフォー 美しが丘店 北海道札幌市清田区美しが丘1条5丁目

コーチャンフォー 北見店 北海道北見市並木町521-4

コーチャンフォー 旭川店 北海道旭川市宮前1条2丁目4番1号 北彩都あさひかわ

コーチャンフォー 釧路店 北海道釧路市春採7丁目1番24号

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 

戸田書店 青森店 青森県青森市大字浜田字玉川196番地11 イオンタウン青森浜田内

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

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

山形県 戸田書店 三川店 山形県東田川郡三川町成田新田383-3

戸田書店 山形店 山形県山形市嶋北四丁目2-17

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

　 丸善書店 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

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 

関東
茨城県 丸善書店 水戸京成店 茨城県水戸市泉町1-6-1　京成百貨店8階

夜間飛行取扱書店リスト＊在庫切れの場合がありますので、事前に店舗にお問い合わせください。



くまざわ書店 つくば店 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 ACADEMIA イーアスつくば店 茨城県つくば市研究学園　C50　街区-1 イーアスつくば3F

文教堂書店 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

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 JR高崎店 群馬県高崎市八島町222 イーサイト高崎2階

戸田書店 前橋本店 群馬県前橋市西片貝町4-16-7

戸田書店 高崎店 群馬県高崎市下小鳥町438-1

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

丸善書店 丸広百貨店飯能店 埼玉県飯能市栄町24－4

ブックファースト ルミネ川越店 埼玉県川越市脇田本町３９−１９ ルミネ川越4階

ブックファースト ルミネ大宮店 埼玉県さいたま市大宮区錦町６３０

三省堂書店 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

くまざわ書店 アズセカンド店 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

東京旭屋書店 イオンモール浦和美園店 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）

戸田書店 熊谷店 埼玉県熊谷市肥塚4-131

文教堂書店 東越谷店 埼玉県越谷市東越谷3-6-6

文教堂書店 東大宮駅ビル店 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-76-1

文教堂書店 三郷店 埼玉県三郷市天神2丁目22
文教堂書店 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

文教堂書店 新座駅店 埼玉県新座市野火止5－3－11

文教堂書店 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

文教堂書店 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

文教堂書店 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

文教堂書店 東川口店 埼玉県川口市戸塚3-35-14

文教堂書店 川口朝日町店 埼玉県川口市朝日町4-13

文教堂書店 川口駅店 埼玉県川口市川口1－1－1

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SC2F

丸善書店 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

丸善書店 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



三省堂書店 千葉そごう店 千葉県千葉市中央区新町1000番 そごう千葉店9F

 ジュンク堂書店 松戸伊勢丹店 千葉県松戸市松戸1307-1

くまざわ書店 松戸店 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 稲毛店 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 本八幡店 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 ららぽーと店 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 津田沼パルコ店 千葉県船橋市前原西2-18-1 津田沼パルコB館4F

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）

文教堂書店 八千代緑が丘駅店 千葉県八千代市緑が丘1-1104-3

文教堂書店 下総中山駅店 千葉県船橋市本中山2－17－20

文教堂書店 初石店 千葉県流山市西初石3-13-4

文教堂書店 東習志野店 千葉県船橋市習志野5-2-1

文教堂書店 八街店 千葉県八街市文違字文違野301-162

文教堂書店 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

文教堂書店 馬橋駅前店 千葉県松戸市馬橋西ノ下98-1

文教堂書店 行徳店 千葉県市川市行徳駅前1-19-1
文教堂書店 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

文教堂書店 茂原店 千葉県茂原市茂原10番

喜久屋書店 千葉ニュータウン店 千葉県印西市中央北3-2 イオンモール千葉ニュータウン3F

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）

　 丸善書店 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

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・ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ店 神奈川県横浜市西区南幸1-4-B1F

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 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

くまざわ書店 ランドマーク店 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内 ランド
マークプラザ5Ｆ

くまざわ書店 鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-1-1 シァル鶴見5F

くまざわ書店 ACADEMIA 港北店 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

ブックファースト 青葉台店 神奈川県横浜市青葉区青葉台２丁目１−１青葉台東急スクエア s-1 別館 3F_4F

ブックファースト モザイクモール港北店 神奈川県横浜市都筑区中川中央１丁目３１−１ モザイクモール港北3階

文教堂書店 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

文教堂書店 桂台店 神奈川県横浜市青葉区桂台2-4-1

文教堂書店 横浜北山田店 神奈川県横浜市都筑区北山田2-16-13



文教堂書店 立場店 神奈川県横浜市泉区中田西1丁目1

文教堂書店 栄上郷店 神奈川県横浜市栄区長倉町1-1387-1

文教堂書店 新横浜駅店 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-4

文教堂書店 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

文教堂書店 上白根店 神奈川県横浜市旭区上白根719

文教堂書店 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

文教堂書店 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

　横浜市以外 丸善書店 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

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

紀伊國屋書店 武蔵小杉店 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1135番地1号　グランツリー武蔵小杉3階

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

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 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

くまざわ書店 相模大野店 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 横須賀店 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 ACADEMIA 橋本店 神奈川県相模原市緑区大山町1-22 アリオ橋本店1F

ブックファースト ボーノ相模大野店 神奈川県相模原市南区相模大野３−２−１ ボーノ相模大野4F

文教堂書店 城山店 神奈川県相模原市城山町原宿2-8-1

文教堂書店 伊勢原とうきゅう店 神奈川県伊勢原市桜台1－3－3

文教堂書店 溝ノ口本店 神奈川県川崎市高津区久本3－1－28

文教堂書店 向ヶ丘駅前店 神奈川県川崎市登戸2735中和ビル2Ｆ

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

文教堂書店 登戸駅店 神奈川県川崎市多摩区登戸3435番地

文教堂書店 R412店 神奈川県厚木市林1-2-10

文教堂書店 大船モール店 神奈川県鎌倉市岡本1238-1

文教堂書店 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

文教堂書店 葉山店 神奈川県三浦郡葉山町一色1465-1

文教堂書店 座間駅前店 神奈川県座間市入谷5-1679

文教堂書店 秦野駅前店 神奈川県秦野市1-1

文教堂書店 小田原店 神奈川県小田原市成田466

文教堂書店 新城駅店 神奈川県川崎市中原区上新城2-1-17

文教堂書店 渋沢駅前店 神奈川県秦野市柳町1-22-3

文教堂書店 入谷店 神奈川県座間市入谷1-405-1

文教堂書店 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

東京都 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

　千代田区 丸善書店 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



丸善書店 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

　 三省堂書店 神保町本店 東京都千代田区神田神保町1-1

　 三省堂書店 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

　 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

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 大手町店 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

文教堂書店 市ヶ谷店 東京都千代田区五番町3番1

ふたば書房 丸ビル店 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング４階

　豊島区 ジュンク堂書店 池袋本店 東京都豊島区南池袋2-15-5

くまざわ書店 池袋店 東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋店6F

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）

　渋谷区 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

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

　 ブックファースト 渋谷文化村通り店 東京都渋谷区宇田川町２３−３ 渋谷第一勧銀共同ﾋﾞﾙ 地下1F_2F

文教堂書店 代々木上原駅店 東京都渋谷区西原3-8-5

代官山蔦屋書店 代官山蔦屋書店 東京都渋谷区猿楽町17-5

　港区 丸善書店 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

くまざわ書店 高輪店 東京都港区高輪4-10-18 ウイング高輪2F

文教堂書店 浜松町店 東京都港区浜松町2-4-1世界貿易センタービル別館2Ｆ

文教堂書店 カレッタ汐留店 東京都港区東新橋1－8－2カレッタ汐留Ｂ1

文教堂書店 CA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

文教堂書店 赤坂店 東京都港区赤坂2-14-17国際新赤坂ビル1Ｆ

文教堂書店 広尾店 東京都港区南麻布4丁目1-29 広尾ガーデン2Ｆ

山陽堂書店 山陽堂書店 東京都港区北青山3-5-22

TSUTAYA 神谷町駅前店 東京都港区虎ノ門5-2-5 神谷町mtコート

　練馬区 文教堂書店 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

　文京区 丸善書店 メトロ・エム後楽園店 東京都文京区春日1-2-3メトロ・エム後楽園3階

文教堂書店 グリーンコート店 東京都文京区本駒込2－28－10

　板橋区 文教堂書店 西台店 東京都板橋区蓮根3-9

文教堂書店 成増店 東京都板橋区成増1-29

　新宿区 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

くまざわ書店 東京オペラシティ店 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティ2F

ブックファースト 新宿店 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 ルミネ新宿店 東京都新宿区西新宿１−１−５ルミネ新宿 ルミネ１　5階

三省堂書店 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

　江東区 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

文教堂書店 東陽町店 東京都江東区東陽4-12-30西友店内

文教堂書店 東陽町駅前店 東京都江東区東陽4-1-7佐藤ダイヤビルディング1Ｆ

　江戸川区 文教堂書店 西葛西店 東京都江戸川区西葛西6-8-7

　目黒区 ブックファースト 自由が丘店 東京都目黒区自由が丘１丁目８−２１メルサ自由が丘part I 地下1階

　墨田区 くまざわ書店 錦糸町店 東京都墨田区錦糸2-2-1 アルカキット錦糸町9F

　足立区 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 ルミネ北千住店 東京都足立区千住旭町４２−２ ルミネ北千住8階

　品川区 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 レミィ五反田店 東京都品川区東五反田2-1-2

ブックファースト 大井町店 東京都品川区大井１丁目１−１ 東急大井町駅2階

くまざわ書店 品川店 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティー2F

文教堂書店 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

　世田谷区 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

文教堂書店 三軒茶屋店 東京都世田谷区三軒茶屋１丁目３９−７

文教堂書店 経堂店 東京都世田谷区宮坂2-19-5大丸ピーコックＢ1Ｆ

文教堂書店 二子玉川店 東京都世田谷区玉川2‐21‐1二子玉川ライズＳ.Ｃ.タウンフロント6Ｆ

ブックファースト 二子玉川店 東京都世田谷区玉川２丁目２２−１３ 二子玉川駅改札内

　葛飾区 文教堂書店 青戸店 東京都葛飾区青戸3-36-1

　中央区 ブックファースト 銀座コア店 東京都中央区 銀座5-8-20 銀座コア6階

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

　北区 文教堂書店 赤羽店 東京都北区赤羽1-7-9赤羽メッツ

文教堂書店 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

　中野区 文教堂書店 中野坂上店 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

文教堂書店 新中野店 東京都中野区本町4-48-13

　大田区 有隣堂 グランデュオ蒲田店 東京都大田区西蒲田7-68-1

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 ACADEMIA 東急プラザ蒲田店 東京都大田区西蒲田7-69-1 東急プラザ蒲田6F

ブックファースト アトレ大森店 東京都大田区大森北１丁目６−１６ アトレ大森4階

文教堂書店 糀谷店 東京都大田区萩中2-12

　東京都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

丸善書店 丸善書店多摩センター店 東京都多摩市落合1－46－1ココリア多摩センター5階

ジュンク堂書店 吉祥寺店 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



くまざわ書店 八王子店 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 桜ケ丘店 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

ブックファースト アトレ吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺南町１丁目１−２４ アトレ吉祥寺2階 4番街

ブックファースト アトレ吉祥寺店　東館 東京都武蔵野市吉祥寺南町１丁目１−２４ アトレ吉祥寺東館2階 1番街

文教堂書店 武蔵境駅前店 東京都武蔵野市境南町2-2-3

文教堂書店 小金井店 東京都小金井市貫井南町1-8

文教堂書店 小平店 東京都小平市仲町439

文教堂書店 星ヶ丘店 神奈川県相模原市千代田6-3

文教堂書店 木曽店 東京都町田市木曽町2254

文教堂書店 宮前平店 神奈川県川崎市宮前区宮前平1-11-1

文教堂書店 成瀬店 東京都町田市南成瀬1-3-4

文教堂書店 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

文教堂書店 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

文教堂書店 三鷹駅店 東京都三鷹市下連雀3－46－4三鷹ロンロン4F

有隣堂 町田モディ店 東京都町田市原町田6-2-6

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）

戸田書店 長岡店 新潟県長岡市堺町浦田33-1
戸田書店 新潟南店 新潟県新潟市中央区姥ヶ山76-1

戸田書店 上越店 新潟県上越市藤野新田1292番地 上越アルカディアシティ内

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 丸善書店 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

平安堂 若槻店 長野県長野市稲田1-14-21

平安堂 川中島店 長野県長野市川中島町御厨字堂野946-3

平安堂 東和田店 長野県長野市東和田505-1

平安堂 諏訪店 長野県諏訪市四賀2326-1

平安堂 更埴店 長野県千曲市桜堂西沖380-3

平安堂 飯田店 長野県飯田市鼎名古熊660-1

平安堂 あづみ野店 長野県安曇野市豊科南穂高1115

平安堂 伊那店 長野県伊那市福島234-1

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 富士店 静岡県富士市永田町2-66

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2F・1F・BF

戸田書店 城北店 静岡県静岡市葵区大岩2-1-18

文教堂書店 富士宮店 静岡県富士宮市小泉町22-4

文教堂書店 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

　 丸善書店 名古屋セントラルパーク店 愛知県名古屋市中区錦3-15-13　セントラルパーク地下街

丸善書店 丸善書店名古屋栄店 愛知県名古屋市中区栄三丁目3番1号丸栄6・7階

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

大和書店 イオンモール東浦店 愛知県知多郡東浦町大字緒川字申新田二区7−8　イオンモール東浦SC 2F

大和書店 イオンモール木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25番地1−301　イオンモール木曽川キ
リオSC 3F

大和書店 イオンタウン千種店 愛知県名古屋市千種区千種2丁目16番13号　イオンタウン千種 2F

大和書店 ﾋﾙｽﾞｳｫｰｸ徳重ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店 愛知県名古屋市緑区徳重18番地の44　ヒルズウォーク徳重ガーデンズB1F

大和書店 星ヶ丘三越店 愛知県名古屋市千種区星ヶ丘元町14−14　星ヶ丘三越5F・7F

大和書店 ミュープラット金山店 愛知県名古屋市熱田区金山町1丁目1番18号　ミュープラット金山1F・2F

三重県 丸善書店 丸善書店四日市店 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

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

ブックファースト 京都店 京都府下京区 四条通河原町北東角 コトクロス阪急河原町4階･5階

ブックファースト ミュー阪急桂店 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 四条大宮店 京都府中京区 四条通大宮西入ﾙ錦大宮町121 大宮阪急ビル1F

ふたば書房 京都駅八条口店 京都府京都市下京区東塩小路釜殿町31-1 近鉄名店街みやこみち内

ふたば書房 御池ゼスト店 京都府京都市中京区下本能寺前町498 ゼスト御池地下街内

ふたば書房 紫野店 京都府京都市北区紫野下御輿町6-1

ふたば書房 山科店 京都府京都市山科区安朱中小路町5-9

ふたば書房 FUTABA＋京都マルイ店 京都府京都市下京区四条通河原町東入真町68番地 京都マルイ6F

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

奈良県 喜久屋書店 橿原店 奈良県橿原市曲川町7-20-1 イオンモール橿原アルル3F

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

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

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 近鉄あべのハルカス店 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

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

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

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

ブックファースト 梅田２階店 大阪府大阪市北区芝田１丁目１−３ 阪急 梅田駅 阪急梅田駅2階

ブックファースト 梅田３階店 大阪府大阪市北区芝田１丁目１−３ 阪急 梅田駅 阪急梅田駅3階

三省堂書店 ルクア大阪店 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3　LUCUA9階

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 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 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

キャップ書店 オーク２番街店 大阪府大阪市港区弁天1-2-2-200　オーク２番街　２Ｆ

文教堂書店 淀屋橋店 大阪府大阪市中央区今橋4丁目1－1　淀屋橋ｏｄｏｎａ2Ｆ

喜久屋書店 阿倍野店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 アポロビル2F

　大阪市以外 文教堂書店 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

ジュンク堂書店 高槻店 大阪府高槻市紺屋町1-1グリーンプラザたかつき1号館　3階

丸善書店 八尾アリオ店 大阪府八尾市光町2-3　アリオ八尾3階

ブックファースト 曽根店 大阪府豊中市 曽根東町3-1-1 Tio阪急曽根1階

ブックファースト 豊中店 大阪府豊中市本町１丁目１−１ 阪急豊中駅2階

ブックファースト 蛍池店 大阪府豊中市 螢池中町３丁目２−１ ルシオーレ3階

ブックファースト 茶屋町口店 大阪府北区芝田1-1-2 阪急梅田駅2階

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

ブックファースト デュー阪急山田店 大阪府吹田市山田西４丁目１−２ Dew 阪急山田 デュー阪急山田2階



ブックファースト 三国店 大阪府淀川区 三国本町3-37-1 ヴェール阪急三国1階

ブックファースト なんばウォーク店 大阪府中央区 難波2丁目 なんばウォーク虹のまち1-2

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

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

ブックファースト 川西店 兵庫県川西市栄町２０−１ 川西阪急 阪急川西能勢口駅2階

ブックファースト 宝塚店 兵庫県宝塚市栄町２丁目３−１ G･コレクション阪急宝塚1階

ブックファースト 六甲店 兵庫県灘区 宮山町3-1-25 六甲阪急ビル2階

ブックファースト 三宮店 兵庫県神戸市中央区 加納町４丁目２−１ 神戸阪急ビル東館1階

ブックファースト 阪神尼崎店 兵庫県尼崎市 神田中通1-2-1 AMASTA AMASEN1階

ブックファースト 西宮店 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 エビスタ西宮店 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 阪急西宮ガーデンズ店 兵庫県西宮市高松町14-2-405 阪急西宮ガーデンズ4階

キャップ書店 逆瀬川店 兵庫県宝塚市逆瀬川1-2-1　アピア１－１F

ジュンク堂書店 神戸さんちか店 兵庫県神戸市中央区三宮町1-10-1地下１階さんちか三番街ホーム&ライフ内

　 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

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

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

ジュンク堂書店 岡山店 岡山市北区幸町7-6岡山ビブレA館2F・3F

　 丸善書店 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

啓文社 岡山本店 岡山市北区下中野377-1

喜久屋書店 倉敷店 岡山県倉敷市水江1番地 イオンモール倉敷2F

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

　 ジュンク堂書店 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

ジュンク堂書店 広島駅前店 広島市南区松原町9-1福屋広島駅前店10F



啓文社 ポートプラザ店 広島県福山市入船町3－1－25　天満屋ﾊﾋﾟｰﾀｳﾝﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ店1階

啓文社 コア福山西店 広島県福山市高西町4-3-61

啓文社 コア春日店 広島県福山市春日町5-1-3

啓文社 廿日市店 広島県廿日市市佐方本町7-1

鳥取県 今井書店 吉成店 鳥取県鳥取市叶310　1F

今井書店 湖山店 鳥取県鳥取市湖山町東4-85

今井書店 田園町店 鳥取県鳥取市田園町4-336

今井書店 倉吉今井書店 鳥取県倉吉市昭和町2-254

今井書店 パープルタウン店 鳥取県倉吉市山根557-1　(倉吉パープルタウン2Ｆ)

今井書店 アプト店 鳥取県東伯郡琴浦町八橋371　アプト内

今井書店 本の学校今井ブックセンター 鳥取県米子市新開2-3-10

今井書店 境港店 鳥取県境港市上道町3297

今井書店 安来プラーナ店 島根県安来市安来町761-4(安来プラーナ店内)

今井書店 錦町店 鳥取県米子市錦町3-90

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 米子しんまち天満屋店 鳥取県米子市西福原2-1-10（米子しんまち3F）

今井書店 シャミネ店 島根県松江市東朝日町(JR松江駅構内)

今井書店 学園通り店 島根県松江市学園2-33-8

今井書店 出雲店 島根県出雲市高岡町1237-1

今井書店 ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町650-1（ゆめタウン出雲店2F）

今井書店 ゆめタウン浜田店 島根県浜田市港町227-1 (イズミゆめタウン浜田3F)

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

高知県 金高堂 本店 高知県高知市帯屋町2-2帯屋町チェントロ1階

金高堂 朝倉ブックセンター 高知県高知市大谷公園町20-15

金高堂 野市店 高知県香南市野市町西野2611-1

　 金高堂 土佐山田店 高知県香美市土佐山田町旭町2-1-1

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



　 丸善書店 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

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

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

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

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

　 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


