
店名 住所
茨城県　

ＤＥＡＳ（Ｋ’Ｓ・ＳＯＦＴ）本店　　　　 茨城県　水戸市　　　　　　　　　　　　　　　
大野書店水戸店　　　　　　　　　　　　　 茨城県　水戸市　　　　　　　　　　　　　　　
川又書店駅前店 茨城県　水戸市
リブロ水戸店 茨城県　水戸市
丸善水戸京成店 茨城県　水戸市
くまざわ書店つくば店　　　　　　　　　　 茨城県　つくば市　　　　　　　
くまざわ書店取手店　　　　　　　　　　　 茨城県　取手市　　　　　　　　　　　　

栃木県　
いけだ書店宇都宮インターパーク店　　　　栃木県　宇都宮市　　　　　　　　　
いけだ書店宇都宮店　　　　　　　　　　　栃木県　宇都宮市　　　　　　　　　　　　　　
落合書店宝木店 栃木県　宇都宮市
紀伊國屋パルコ 栃木県　宇都宮市
いけだ書店佐野店　　　　　　　　　　　　栃木県　佐野市

群馬県
ブックマンズアカデミー前橋店　　　　　　群馬県　前橋市　　　　　　　　　　　　　　
戸田書店前橋本店 群馬県　前橋市　　　　　　　　　　　　　　
喜久屋書店太田店　　　　　　　　　　　　群馬県　太田市　　　　　　　　　　　　　　
ナカムラヤ　　　　　　　　　　　　　　　 群馬県　太田市　　　　　　　　　　　　　　
ブックマンズアカデミー太田店　　　　　　群馬県　太田市　　　　　　　　　　　　　　
天華堂書店　　　　　　　　　　　　　　　 群馬県　高崎市　　　　　　　　　　　　　　
戸田書店高崎店 群馬県　高崎市　　　　　　　　　　　　　　
宮脇書店藤岡店　　　　　　　　　　　　　 群馬県　藤岡市　　　　　　　　　　　　　　

埼玉県
須原屋　　　　　　　　　　　　　　　　　 埼玉県　さいたま市浦和区
よむよむ浦和店 埼玉県　さいたま市浦和区
新栄堂大宮店　　　　　　　　　　　　　　 埼玉県　さいたま市大宮区
よむよむ上小 埼玉県　さいたま市大宮区
ジュンク堂書店大宮ロフト店 埼玉県　さいたま市大宮区
くまざわ書店宮原店　　　　　　　　　　　 埼玉県　さいたま市北区　　　　　　　　　　
Ｂゴロー浦和店 埼玉県　さいたま市緑区
くまざわ書店南浦和店　　　　　　　　　　埼玉県　さいたま市南区
須原屋武蔵浦和店 埼玉県　さいたま市南区
一清堂加須店 埼玉県　加須市
黒田書店本店　　　　　　　　　　　　　　 埼玉県　上福岡市
リブロ上福岡店 埼玉県　上福岡市
書泉Ｂドーム店 埼玉県　川口市
Ｂゴロー霞ヶ関店 埼玉県　川越市
紀伊國屋書店川越店　　　　　　　　　　　埼玉県　川越市　　　　　　　　　　　　　　　　
神田弘文堂 埼玉県　熊谷市　
新栄堂書店熊谷店　　　　　　　　　　　　埼玉県　熊谷市　



店名 住所
旭屋書店新越谷店　　　　　　　　　　　　埼玉県　越谷市　　　　　　　　　　　　　　　　　　
よむよむ越谷店 埼玉県　越谷市
よむよむ坂戸入 埼玉県　坂戸市
大坂屋 埼玉県　草加市
よむよむ草加松原店　　　　　　　　　　　埼玉県　草加市
時習堂 埼玉県　秩父市
よむよむ鶴ヶ島脚折店　　　　　　　　　　埼玉県　鶴ヶ島市
よむよむ狭山ヶ丘店 埼玉県　所沢市
須原屋蕨店 埼玉県　蕨市

千葉県
ＰＸ大和屋 千葉県　千葉市稲毛区
㈱多田屋　稲毛店 千葉県　千葉市稲毛区
三省堂ＳＯＧＯ 千葉県　千葉市中央区
Ｂ・ゴロー 千葉県　千葉市花見川区
竜文堂あすみが丘店　　　　　　　　　　　千葉県　千葉市緑区
くまざわ書店フェリア店　　　　　　　　　 千葉県　千葉市美浜区　　　　　　　　　　　　　
大杉書店 千葉県　市川市
くまざわ書店本八幡店　　　　　　　　　　千葉県　市川市　　　　　　　　　　　　　　　　　
ふれんど書房 千葉県　市川市
三省堂書店新浦安店　　　　　　　　　　　千葉県　浦安市
くまざわ書店津田沼店　　　　　　　　　　千葉県　習志野市　　　　　　　　　　　　　　　
昭和堂　　　　　　　　　　　　　　　　　 千葉県　習志野市　　　　　　　　　　　　　　　
丸善津田沼店　　　　　　　　　　　　　　 千葉県　習志野市　　　　　　　　　　　　　　　
マキノ書店駅前店　　　　　　　　　　　　 千葉県　成田市　　　　　　　　　　　　　　　
旭屋書店船橋店　　　　　　　　　　　　　 千葉県　船橋市
芳林堂書店津田沼店 千葉県　船橋市
学友堂 千葉県　松戸市
くまざわ書店松戸店　　　　　　　　　　　 千葉県　松戸市
堀江良文堂　　　　　　　　　　　　　　　 千葉県　松戸市
ダイセ勝田台 千葉県　八千代市

東京都
紀伊國屋書店北千住マルイ店　　　　　　　東京都　足立区千住
ぶっくらんど 東京都　足立区千住
くまざわ書店南千住店　　　　　　　　　　東京都　荒川区南千住
いけだ書店大森店　　　　　　　　　　　　東京都　大田区大森
くまざわ書店蒲田店　　　　　　　　　　　 東京都　大田区蒲田
くまざわ書店田園調布店　　　　　　　　　東京都　大田区田園調布
文教堂青戸店　　　　　　　　　　　　　　 東京都　葛飾区青戸　　　　　　　　　　　
いけだ書店亀有店　　　　　　　　　　　　東京都　葛飾区亀有　　　　　　　　　　　　　　
ブックス王子本店 東京都　北区王子
くまざわ書店大井町店　　　　　　　　　　東京都　品川区大井



店名 住所
書店かっぱ戸越銀座店　　　　　　　　　　東京都　品川区平塚
リブロ大森店 東京都　品川区南大井
青山学院購買会 東京都　渋谷区渋谷
紀伊國屋本店　　　　　　　　　　　　　　 東京都　新宿区新宿
三省堂書店高田馬場店 東京都　新宿区高田馬場
芳林堂書店高田馬場店 東京都　新宿区高田馬場
早稲田成文堂 東京都　新宿区馬場
東京理科大生協書籍部 東京都　新宿区神楽坂
書楽 東京都　杉並区阿佐谷
ブックセンタ－荻窪店　　　　　　　　　　　東京都　杉並区天沼
くまざわ書店錦糸町店　　　　　　　　　　東京都　墨田区錦糸
談・文教堂錦糸町店　　　　　　　　　　　東京都　墨田区江東橋
博文堂下北沢店 東京都　世田谷区北沢
ブックス一文　　　　　　　　　　　　　　 東京都　世田谷区祖師谷
紀伊國屋玉川店 東京都　世田谷区玉川
京王書房 東京都　世田谷区南烏山
丸善日本橋店 東京都　中央区日本橋
紀大手町ビル店 東京都　千代田区大手町
神田三省堂仕入 東京都　千代田区神田神保町
書泉グランデ　　　　　　　　　　　　　　 東京都　千代田区神田神保町
東京堂書店神田本店　　　　　　　　　　　東京都　千代田区神田神保町
専修大学売店　邦光堂 東京都　千代田区神田神保町
泉書房麹町店　　　　　　　　　　　　　　 東京都　千代田区麹町
丸善丸の内本店　　　　　　　　　 東京都　千代田区丸の内
三省堂有楽町店 東京都　千代田区有楽町
旭屋書店池袋店　　　　　　　　　　　　　　　東京都　豊島区西池袋　　　　　　　　　
いけだ書店池袋店　　　　　　　　　　　　東京都　豊島区西池袋　　　　　　　　　
ＬＩＢＲＯ東池袋店 東京都　豊島区東池袋
淳久堂池袋本店 東京都　豊島区南池袋
ジュンク堂書店池袋店　　　　　　　　　　東京都　豊島区南池袋
リブロ池袋本店（西武百貨店書籍館・ｲﾙﾑｽ館） 東京都　豊島区南池袋
旭屋書店ベルビー赤坂店　　　　　　　　　東京都　港区赤坂
金松堂 東京都　港区赤坂
リブロ青山店 東京都　港区北青山
くまざわ書店品川店　　　　　　　　　　　 東京都　港区港南　　　　　　　　　　　　　　　　
田町虎ノ門書房 東京都　港区芝
アシーネ書籍芝公園店　　　　　　　　　　東京都　港区芝公園
虎ノ門新二丁目店 東京都　港区虎ノ門
虎ノ門書房本店 東京都　港区虎ノ門
書原新橋店　　　　　　　　　　　　　　　 東京都　港区西新橋
東西書店　　　　　　　　　　　　　　　　 東京都　国立市



店名 住所
よむよむ矢川 東京都　国立市
紀伊國屋国分寺店 東京都　国分寺市
オリオンノルテ 東京都　立川市
オリオンルミネ 東京都　立川市
くまざわ書店カリヨン店　　　　　　　　　 東京都　多摩市　　　　　　　　　　　　　　　　　　
くまざわ書店桜ヶ丘店　　　　　　　　　　東京都　多摩市　　　　　　　
くまざわ書店永山店　　　　　　　　　　　 東京都　多摩市
丸善白百合女子大学　　　　　　　　　　　東京都　調布市
リブロ国領店 東京都　調布市
リブロ調布店 東京都　調布市
くまざわ書店調布店 東京都　調布市
博文堂書店田無店　　　　　　　　　　　　東京都　西東京市
くまざわ書店イトーヨーカドー八王子店　　 東京都　八王子市　　　　　　　　　　　　　　
くまざわ書店西八王子店　　　　　　　　　東京都　八王子市　　　　　　　　　　　　　　　　　
くまざわ書店八王子店　　　　　　　　　　東京都　八王子市　　　　　　　　　　　　　　　　　
よむよむ羽村店 東京都　羽村市
スターブックス　　　　　　　　　　　　　 東京都　東久留米市　　　　　　　　　　　　　　　
くまざわ書店東大和店　　　　　　　　　　東京都　東大和市　　　　　　　　　
久美堂小田急店　　　　　　　　　　　　　 東京都　町田市
久美堂本店　　　　　　　　　　　　　　　 東京都　町田市
リブロ町田店 東京都　町田市
紀伊國屋書店　吉祥寺東急店 東京都　武蔵野市
ブックス・ルーエ　　　　　　　　　　　　 東京都　武蔵野市
リブロ吉祥寺店 東京都　武蔵野市

神奈川県
昭和書房 神奈川県　横浜市青葉区
有隣堂たまプラーザテラス店 神奈川県　横浜市青葉区
丸善フェリス女学院院内売店　　　　　　　神奈川県　横浜市泉区
リブロ港北店 神奈川県　横浜市都筑区
よむよむ仲町台 神奈川県　横浜市都筑区
アシーネ鶴見駅 神奈川県　横浜市鶴見区
有隣堂本店 神奈川県　横浜市中区
栄松堂相鉄ビル店　　　　　　　　　　　　神奈川県　横浜市西区
紀伊國屋書店横浜店　　　　　　　　　　　神奈川県　横浜市西区
有隣堂横浜西口店 神奈川県　横浜市西区
有隣堂横浜東口店 神奈川県　横浜市西区
みらい書房 神奈川県　横浜市西区
リブロ東戸塚店 神奈川県　横浜市戸塚区
あおい上大岡店 神奈川県　横浜市港南区
神奈川大学生協 神奈川県　横浜市神奈川区
内田屋書房　　　　　　　　　　　　　　　 神奈川県　厚木市　　　　　　　　　　　　　　



店名 住所
くまざわ書店本厚木店　　　　　　　　　　神奈川県　厚木市　　　　　　　　　　　　　　
文教堂愛甲石田店　　　　　　　　　　　　神奈川県　伊勢原市
伊勢治書店　　　　　　　　　　　　　　　 神奈川県　小田原市
いけだ書店川崎港町店　　　　　　　　　　神奈川県　川崎市　　　　　　　　　　　　　　　　
丸善明治大学ブックセンター　　　　　　　神奈川県　川崎市　　　　　　　　　　　　　　　　
紀伊国屋書店専修大学ブックセンター 神奈川県　川崎市　　　　　　　　　　　　　　　　
くまざわ書店相模大野店　　　　　　　　　神奈川県　相模原市
いけだ書店新逗子店　　　　　　　　　　　神奈川県　逗子市　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　

くまざわ書店湘南台店　　　　　　　　　　神奈川県　藤沢市　　　　　　　　　　　　　　　　
くまざわ書店辻堂湘南モール店　　　　　　神奈川県　藤沢市　　　　　　　　　　　　　　　　
弥勒寺文華堂　　　　　　　　　　　　　　 神奈川県　藤沢市　　　　　　　　　　　　　　　　
有隣堂藤沢店 神奈川県　藤沢市　　　　　　　　　　　　　　　　
くまざわ書店久里浜店　　　　　　　　　　神奈川県　横須賀市　　　　　　　　　　　　　
くまざわ書店横須賀店　　　　　　　　　　神奈川県　横須賀市
平坂ＭＯＲＥＳ 神奈川県　横須賀市
平坂北久里浜店 神奈川県　横須賀市
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