店名

住所

三省堂二松学舎

東京都 千代田区三番町６－１６二松学松大学地下２階

紀大手町ビル店

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

三省堂有楽町店

東京都 千代田区有楽町２丁目１０番１号東京交通会館

東京理科大学生協 葛飾店

東京都 葛飾区新宿６－３－１

法政大市谷

東京都 千代田区富士見町２ー１７

リブロ浅草店

東京都 台東区浅草１－２５ＲＯＸビル４階

丸善 日本橋店

東京都 中央区日本橋２－３－１０

慶大三田生協

東京都 港区芝三田２－１５－４５

慶応大芝供立店

東京都 港区芝公園1-5-30

東京海洋大学

東京都 港区港南４－５－７

明学白金

東京都 港区白金台１－２－３７

虎ノ門書房本店

東京都 港区虎ノ門１－４－５

金 松 堂

東京都 港区赤坂５ー１ー３

田町虎ノ門書房

東京都 港区芝５丁目３３番１号森永プラザビル

早大文学部

東京都 新宿区戸山町４２

紀伊國屋南店

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

工学院新宿生協

東京都 新宿区西新宿１－２４－２

理科大学生協

東京都 新宿区神楽坂１ー３

早大理工生協

東京都 新宿区大久保３－４－１

慶応大信濃町

東京都 新宿区信濃町３５

早稲田大学ＳＳ

東京都 新宿区西早稲田１－６－１コーププラザ書籍店

星薬科大生協

東京都 品川区荏原２－４－４１

紀伊國屋玉川店

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

東京農大

東京都 世田谷区桜丘１－１－１

明治薬科大

東京都 清瀬市野塩２－５２２－１

東大駒場Ｃ

東京都 目黒区駒場３－８－１

東工大生協

東京都 目黒区大岡山 ２－１２－１

文教堂 青戸店

東京都 葛飾区青戸3-36-1

東京外大生協

東京都 府中市朝日町３－１１－１

ブックストア談 赤羽店

東京都 北区赤羽1-7-9赤羽第一葉山ビル

御茶の水女子

東京都 文京区大塚２－１－１

日女子大目白

東京都 文京区目白台２－８－１

東大本郷

東京都 文京区 本郷 ７－３－１

東洋大白山

東京都 文京区白山５－２８－２０

書 楽

東京都 杉並区阿佐谷南３－３７－１３

三省堂書店明治大学和泉店

東京都 杉並区永福１－９－１明治大学和泉校舎内

大東大板橋

東京都 板橋区高島平１－９－１

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

武蔵学園

東京都 練馬区 豊玉上１の２６

正育堂本店

東京都 西東京市ひばりが丘北３－３－１４

よむよむ花小金

東京都 小平市花小金井１－７６４いなげや２Ｆ

よむよむ矢川

東京都 国立市富士見台４－５

紀伊國屋吉祥寺

東京都 武蔵野市吉祥寺本町２－３－１東急百貨店９Ｆ

白梅学園

東京都 小平市小川町１－８３０

津田塾大

東京都 小平市津田町２－１－１

一橋大生協東店

東京都 国立市東２－４

一ツ橋大国立

東京都 国立市中２－１

リブロ吉祥寺

東京都 武蔵野市吉祥寺本町１－５－１吉祥寺パルコＢ２Ｆ

紀伊國屋国分寺

東京都 国分寺市南町３丁目２０番３号

東経大

東京都 国分寺市南町１－７－３４

法政大多摩

東京都 町田市相原４３４２

リブロ調布店

東京都 調布市小島町１－３８－１調布パルコ５Ｆ

電気通信大生協

東京都 調布市調布ケ丘１－５－１

オリオンルミネ

東京都 立川市曙町２－１－１立川駅ターミナルビル７Ｆ

リブロ国領店

東京都 調布市国領３－１－３８マルエツ国領店１Ｆ

オリオンノルテ

東京都 立川市曙町２－９２－３８パークアベニュー３Ｆ

農工大農学

東京都 府中市幸町３－５－８

よむよむ羽村店

東京都 羽村市神明台１－３－２０

工学院八王子店

東京都 八王子市中野町２６６５－１

成文堂 鶴川店

東京都 町田市 広袴町 ８４４ 国士館大 鶴川校舎内

桜美林生協

東京都 町田市常盤町３７５８

よむザ・モール

東京都 西多摩郡瑞穂町高根６２３ザモールみずほ１６２Ｆ

未来屋日の出店

東京都 西多摩郡日の出町三吉野桜木イオン日の出ＳＣ１Ｆ

和光大学

東京都 町田市金井町２１６０

コーチャンフォー若葉台店

東京都 稲城市若葉台2丁目9番2

東京学芸大

東京都 小金井市貫井北町４－１－１

首都大南大沢

東京都 八王子市南大沢１－１

法大工学部

東京都 小金井市梶野３－７－２

TSUTAYA 高倉店

東京都 八王子市高倉町５３－１第一石川ビル

北大北部店

北海道 札幌市北区北１７条西８丁目福利厚生会館内２Ｆ

北大クラーク店

北海道 札幌市北区北８条西７丁目北大生協会館２Ｆ

文教堂新札幌DUO店

北海道 札幌市厚別区厚別中央２条５－６－２

紀伊國札幌本店

北海道 札幌市中央区北５条西５丁目７番地ＳＡＰＰＯＲＯ５５

ＣＦミュンヘン

北海道 札幌市豊平区中の島１条１３丁目

北海道教育大学生協 函館キャンパス

北海道 函館市八幡町１番２号

北星大学店

北海道 札幌市厚別区大谷地西２－３－１

酪農学園

北海道 江別市文京台緑町５８９－４７

札幌学院大学生協

北海道 江別市文京台１１

北大水産店

北海道 函館市港町３－１－１

商科大学生協

北海道 小樽市緑３丁目５番２１号

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

未来屋江別野幌

北海道 江別市野幌町１０－１イオンタウン江別ＳＣ１Ｆ

コーチャンフォー北見店

北海道 北見市並木町５２３

蔦屋札幌琴似店

北海道 札幌市西区琴似４条１丁目１番

未来屋旭川西店

北海道 旭川市緑町２３丁目２１６１番３号イオン旭川西ＳＣ３

文教堂 函館昭和店

北海道 函館市昭和1-29-3 函館昭和タウンプラザ内

帯広畜産大学生協

北海道 帯広市稲田町西２線

未来屋三笠店

北海道 三笠市岡山１０５９－１イオン三笠ＳｕＣ１Ｆ

未来屋石狩店

北海道 石狩市緑苑台中央１丁目イオン石狩ショッピングセンター

コーチャンフォー旭川店

北海道 旭川市宮前通西４１５５番３

弘前大文京

青森県 弘前市文京町 １

未来屋樋の口

青森県 弘前市大字樋の口２－９．ロックタウン弘前樋の口ＳＣ

高桑書店湯沢店

秋田県 湯沢市元清水４－３－２４

高桑書店横手店

秋田県 横手市安田字向田１７９－１

高桑書店仁井田店

秋田県 秋田市仁井田本町五丁目１－２０

高桑書店広面店

秋田県 秋田市広面字近藤堰越６３－１

高桑書店中野店

秋田県 秋田市下新城中野字琵琶沼３８４－１

高桑書店川尻店

秋田県 秋田市川尻町字中島２－４０

秋田大手形

秋田県 秋田市手形学園町１－１

岩手県立大学生活共同組合

岩手県 岩手郡滝沢村滝沢字巣子１５２－５２

岩手大学店

岩手県 盛岡市上田 ３－１８－３４

ヤマト屋書店八幡店

宮城県 仙台市青葉区八幡３丁目１－５０

蔦谷書店 仙台泉店

宮城県 仙台市泉区大沢2-12-4

東北大文系

宮城県 仙台市川内東北大学文科系四学部厚生会館内

宮城学院大店

宮城県 仙台市青葉区桜ケ丘９－１－１

宮脇新泉ヶ丘店

宮城県 仙台市泉区泉ヶ丘２－１－１

丸善アエル店

宮城県 仙台市青葉区中央一丁目３番地１号アエル１階

東北大川内店

宮城県 仙台市青葉区川内東北大学川内北キャンパス厚生会館内

ヤマト屋書店東仙台店

宮城県 仙台市宮城野区東仙台４丁目１４－１

八文字屋セルバ

宮城県 仙台市泉区泉中央１丁目４－５セルバ５階

八文字屋書店

宮城県 仙台市泉区高玉町４－１

アシーネ塚口店

宮城県 仙台市青葉区中央２－３－６ダイエー仙台店８Ｆ

八文字屋書店 ヒルサイド店

宮城県 仙台市青葉区錦ヶ丘1-3-1

尚絅学院大学

宮城県 名取市ゆりが丘４丁目１０－１

宮城教育大店

宮城県 仙台市青葉区荒巻字青葉

未来屋名取店

宮城県 名取市関下土地区画整理地内ダイヤモンドシティ３Ｆ

未来屋塩釜

宮城県 塩釜市海岸通１５番地１００イオンタウン塩釜ＳＣ２Ｆ

八文字屋長井店

山形県 長井市館町南３８５３

八文字屋新北店

山形県 山形市嶋北一丁目２－２

八文字屋天童店

山形県 天童市鍬ノ町二丁目３－４３

山大コンビニ

山形県 山形市小白川町１－４－１２

八文字屋本店

山形県 山形市本町２丁目４－１１

丸井八文字屋

山形県 新庄市沖の町１－１５

八文字屋エビス

山形県 鶴岡市上畑町３－３８

みずほ八文字屋

山形県 酒田市みずほ２丁目１９－１０

福島大学店

福島県 福島市金谷川１番地

みどり書房桑野店

福島県 郡山市下亀田１６－１６

みどり書房イオンタウン

福島県 郡山市松木町２－８８イオンタウン郡山

高崎経済大

群馬県 高崎市上並榎町１３００

蔦屋伊勢崎平和町店

群馬県 伊勢崎市平和町１９－１

蔦屋書店伊勢崎宮子店

群馬県 伊勢崎市宮子町３４０６－３

紀伊國屋前橋店

群馬県 前橋市文京町けやきウォーク前橋

蔦屋書店前橋みなみモール

群馬県 前橋市新堀町３３パワーモール前橋みなみ

群大桐生

群馬県 桐生市天神町１－５－１

群馬大学生協 荒牧店

群馬県 前橋市荒牧町４－２

落合書店LS店

栃木県 宇都宮市駅前通り１－４－６ララスクエア宇都宮５Ｆ

紀伊國屋パルコ

栃木県 宇都宮市馬場通り３－１－１宇都宮パルコ８Ｆ

よむよむおやまゆうえん店

栃木県 小山市大字喜沢１４７５

落合書店宝木店

栃木県 宇都宮市宝木町１丁目３番地１３５

落合書店 東武BC店

栃木県 宇都宮市宮園町５－４東武百貨店内

宇都宮大本部

栃木県 宇都宮市峰町３５０

宮脇書店佐野店

栃木県 佐野市浅沼町字五房７４２番地他十四筆

リブロ筑波店

茨城県 つくば市吾妻１－１３１１－５筑波西武５階

茨城大水戸

茨城県 水戸市文京２－１－１

川又書店エクセル店

茨城県 水戸市宮町１－１－１水戸ステーションビル内

ブックエース総和店

茨城県 古河市上辺見５４９－２

すばる書店 神栖店

茨城県 神栖市日川４１７４－１

茨城キリスト学

茨城県 日立市大みか町６－１１－１生協書籍購買部

蔦屋書店 ひたちなか店

茨城県 ひたちなか市新光町30-4

三省堂ＳＯＧＯ

千葉県 千葉市中央区新町１０００番（そごう８Ｆ）

すばる書店 増尾台店

千葉県 柏市増尾台３－６－１

学 友 堂

千葉県 松戸市常盤平 ２－９－４

スカイＰ浅野

千葉県 柏市柏１－１－２０スカイプラザ柏内

未来屋木更津

千葉県 木更津市朝日３－１０－１９木更津グリーンシティ２Ｆ

すばる書店 豊四季店

千葉県 柏市豊四季２６９－９

未来屋ノア店

千葉県 野田市中根３６－１イオンノア店３Ｆ

新星堂カルチェ柏書店

千葉県 柏市柏１－２－３１新星堂カルチェ５３・４階

すばる書店 六高台店

千葉県 松戸市六実１－１４－１

多田屋 成東店

千葉県 山武市成東１８０８－１ラパーク成東内

すばる書店 南行徳店

千葉県 市川市相之川３－１３－２３丸伝小川ビル

大

千葉県 市川市市川１－４－１６

杉

すばる書店 二十世紀ヶ丘店

千葉県 市川市堀之内３－３１－１６

多田屋 大網白里店

千葉県 大網白里市みやこ野２－４－１

多田屋 アミリィ店

千葉県 大網白里市みやこ野１－１－１アミリィ３Ｆ

すばる書店 鴨川店

千葉県 鴨川市大字貝渚字中川間３００

高山書店

千葉県 浦安市富士見１－１５－２８

三省堂船橋店

千葉県 船橋市本町１－２－１船橋西武９Ｆ

すばる書店 西船橋店

千葉県 船橋市印内町５９４－１ＮＳＴビル１Ｆ

喜久屋千葉ＮＴ

千葉県 印西市中央北３－１－１イオン千葉ニュータウン３Ｆ

すばる書店 北習志野駅前店

千葉県 船橋市習志野台２－１－６北習志野駅前ビル２階

千葉大学生協

千葉県 千葉市稲毛区弥生町１－３３

多田屋 土気店

千葉県 千葉市緑区あすみが丘東２－２６－７

城西国際大BC

千葉県 東金市求名１番地

すばる書店 四街道店

千葉県 四街道市大日466-32

すばる書店 鎌ヶ谷店

千葉県 鎌ケ谷市右京塚３ー３

蔦屋書店 茂原店

千葉県 茂原市六ツ野八貫野2785番1

井上書店

千葉県 いすみ市大原８７４４－１

すばる書店 松戸栄町店

千葉県 松戸市栄町西２－８６５

紀伊国屋流山おおたかの森

千葉県 流山市西初石６－１８５－２流山おおたかの森ＳＣ２Ｆ

すばる書店 流山店

千葉県 流山市東深井２５８

多田屋 長浦店

千葉県 袖ヶ浦市長浦駅前１－７ダイエー１Ｆ

すばる書店 青葉台店

千葉県 柏市青葉台２－１７－３１

すばる書店 富津店

千葉県 富津市青木１丁目５番地１

すばる書店 白井店

千葉県 白井市富士字西１４８－７

すばる富里店

千葉県 富里市七栄４４８－１

多田屋 サンピア店

千葉県 東金市東岩崎８－１０サンピア２Ｆ

すばる書店 佐倉店

千葉県 佐倉市寺崎特定土地区画整理事業１０街区２画地

未来屋幕張

千葉県 千葉市美浜区ひび野１－３イオン幕張店内

多田屋 千葉中央店

千葉県 千葉市中央区本千葉町１５－１

Ｓ多田屋稲毛店

千葉県 千葉市稲毛区小仲台２－６－１

すばる書店 千葉ニュータウン店

千葉県 印西市中央南２－５

理科大野田店

千葉県 野田市山崎２６４１

すばる書店 七光台店

千葉県 野田市七光台４－２

すばる書店 さくら通り店

千葉県 浦安市堀江１－３５－１７岩田ビル

蔦屋大宮指扇店

埼玉県 さいたま市西区指扇２２６２

須原屋蕨店

埼玉県 蕨市塚越１丁目４－２

よむビバモール

埼玉県 ふじみ野市西鶴ヶ岡１－３－１５ビバモールふじみ野

よむよむ浦和店

埼玉県 さいたま市浦和区木崎４－１－２８

リブロ川越店

埼玉県 川越市新富町１－２２西武川越ペペ４階

紀伊國屋埼玉店

埼玉県 さいたま市大宮区吉敷町４丁目２６７－２コクーン新都

リブロエキュート大宮店

埼玉県 さいたま市大宮区錦町６３０番地

十文字学園大

埼玉県 新座市菅原２－１－２８

リブロ新所沢店

埼玉県 所沢市緑１－２－１新所沢パルコｌｅｔ’ｓ館３階

リブロ ピオニウォーク東松山

埼玉県 東松山市あずま町４－３ピオニウォーク東松山２Ｆ２２

よむよむ坂戸入

埼玉県 坂戸市にっさい花みず木２丁目１４－１モアショッピン

リブロららぽーと富士見店

埼玉県 富士見市山室1-1313 ららぽーと富士見 1階 1260

蔦屋書店 東松山店

埼玉県 東松山市あずま町4丁目8番3号

大東大東松山

埼玉県 東松山市岩殿５６０

文教堂 岩槻店

埼玉県 さいたま市岩槻区西町2-5-1 ヤオコー岩槻西町店２F

蔦屋書店 フォレオ菖蒲店

埼玉県 久喜市菖蒲町菖蒲6006-1

跡見学園女子大学生活共同組合文京店

埼玉県 新座市中野1-9-6

淑徳大学生協

埼玉県 入間郡三芳町藤久保１１５０－１

蔦屋書店 本庄早稲田店

埼玉県 本庄市早稲田の杜2丁目1番46号

一清堂上尾店

埼玉県 上尾市今泉６０７－２８

未来屋書店羽生店

埼玉県 羽生市川崎２丁目２８１番地３イオンモール羽生２Ｆ

紀伊国屋浦和パルコ

埼玉県 さいたま市浦和区東高砂町１１－１浦和パルコ５階

大 坂 屋

埼玉県 草加市住吉町 １－１１－６５

よむ草加松原店

埼玉県 草加市草加３－９－１３中山ビル２Ｆ

よむ鶴ヶ島脚折

埼玉県 鶴ケ島市脚折町２－２０

早大所沢店

埼玉県 所沢市三ヶ島２－５７９－１５

埼玉大

埼玉県 さいたま市桜区下大久保２５５

須原屋武蔵浦和

埼玉県 さいたま市南区別所７－６－８－２０９

よむサビア飯能

埼玉県 飯能市南町９－２３

リブロ横浜相鉄ジョイナス

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７Ｆ

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たまテラスゲートプ

未来屋茅ケ崎店

神奈川県 茅ヶ崎市茅ヶ崎３－５－１６

よむ原当麻駅前

神奈川県 相模原市下溝６０６－１７

よむ厚木下川入

神奈川県 厚木市下川入３２１－６

東口有隣堂

神奈川県 横浜市西区高島２－１６－１ルミネ横浜６Ｆ

三省堂書店新横浜店

神奈川県 横浜市港北区新横浜２－１００－４５

有隣堂本店

神奈川県 横浜市中区伊勢佐木町 １－４－１

西口有隣堂

神奈川県 横浜市西区南幸１－４－Ｂ１Ｆ

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６Ｆ

アシーネ金八店

神奈川県 横浜市金沢区泥亀１－２７－１ダイエー３Ｆ

慶応大日吉店

神奈川県 横浜市港北区日吉町６６５

丸善 ラゾーナ川崎店

神奈川県 川崎市幸区掘川町７２－１ラゾーナ川崎プラザ１階

よむよむ仲町台

神奈川県 横浜市都筑区仲町台１－２８－４

慶応矢上

神奈川県 横浜市港北区日吉町３－１４－１

慶応藤沢

神奈川県 藤沢市遠藤５３２２

麻布大学

神奈川県 相模原市淵野辺１－１７－７１

昭和書房

神奈川県 横浜市青葉区奈良町１６７０－２２１

よむ大和桜丘店

神奈川県 大和市福田２ー３ー１

よむよむ茅ヶ崎

神奈川県 茅ヶ崎市萩園１２５４

明学横浜

神奈川県 横浜市戸塚区上倉田町１５１８

日女子大生田

神奈川県 川崎市多摩区西生田１－１－１

有隣堂 藤沢店

神奈川県 藤沢市南藤沢２－１－１名店ビル２・３・４・５階

長谷川ネスパ

神奈川県 茅ケ崎市元町１－１

平坂北久里浜店

神奈川県 横須賀市根岸町２－２２－９

有隣堂新百合

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

平坂ＭＯＲＥＳ

神奈川県 横須賀市若松町２丁目３０番地モアーズシティ内７Ｆ

横市大本校

神奈川県 横浜市金沢区瀬戸２２－２

横国大会館

神奈川県 横浜市保土ケ谷区常盤台１５６

文教堂 溝ノ口本店

神奈川県 川崎市高津区久本3-1-28

リブロ港北店

神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎中央５－１港北東急ＳＣ３Ｆ

谷島屋 マークイズ静岡店

静岡県 静岡市葵区柚木191 MARK IS 静岡2階

谷島屋呉服町

静岡県 静岡市葵区呉服町２丁目５

静岡大静岡

静岡県 静岡市駿河区大谷８３６静岡大生協書籍店

谷島屋浜松本店

静岡県 浜松市中区砂山町６－１メイワンビル８Ｆ

谷島屋

静岡県 浜松市中区連尺町３０９－１

静岡大浜松

静岡県 浜松市中区城北３－５－１静岡大生協書籍店

丸善名古屋栄店

愛知県 名古屋市中区栄３丁目３番１号丸栄６・７階

松島書店

愛知県 名古屋市中区栄１－６－３１

金城大生協

愛知県 名古屋市守山区大森２－１７２３生協書籍店

蔦屋上小田井店

愛知県 名古屋市西区八筋町２８２－１

愛知県立大学生協

愛知県 長久手市茨ヶ廻間１５２２番３生協書籍店

名古屋工大

愛知県 名古屋市昭和区御器所町生協書籍店

中京大名古屋

愛知県 名古屋市昭和区八事本町１０１－２生協書籍店

愛知大学生協 笹島店

愛知県 名古屋市中村区平池町4-60-6 愛知大学内

近鉄ビル星野

愛知県 名古屋市中村区名駅１－２－２近鉄パッセ８Ｆ

いまじん戸田

愛知県 名古屋市中川区富田町戸田

名大南部店

愛知県 名古屋市千種区不老町１南部厚生会館２階

文進堂書店

愛知県 名古屋市南区呼続２－１３－４

白沢書店

愛知県 名古屋市守山区川村町１２０番地

精文館汐田橋店

愛知県 豊橋市牟呂町字扇田８５番地

精 文 館

愛知県 豊橋市広小路１－６

鎌倉岡崎みなみ

愛知県 岡崎市牧御堂町字油田５６番地

いまじんウィングタウン岡崎

愛知県 岡崎市羽根町小豆坂３

愛大豊橋生協

愛知県 豊橋市町畑町１－１愛知大学内

中京大豊田生協

愛知県 豊田市貝津町床立１０１生協書籍店

夢屋長久手店

愛知県 長久手市市ヶ洞２５－２３

愛知教育大

愛知県 刈谷市井ヶ谷町広沢１第１福祉施設ｅＭ

いまじん春南

愛知県 春日井市美濃町２丁目３番地

紀伊国屋書店名古屋空港店

愛知県 西春日井郡豊山町大字豊場字林先１番８

蔦屋瀬戸共栄通店

愛知県 瀬戸市共栄通３－１３

いまじん瀬戸店

愛知県 瀬戸市西本地町２丁目２２２番地１

岐女短生協

岐阜県 岐阜市一日市場北町７－１

自由ＥＸ高島屋

岐阜県 岐阜市日の出町２－２５岐阜高島屋９Ｆ

自由ＢＣ芥見店

岐阜県 岐阜市芥見長山３丁目１２２－２

自由サギ山ＢＣ

岐阜県 岐阜市鷺山東２－４－３３

岐阜大中央店

岐阜県 岐阜市柳戸１番１生協内

いまじん大垣

岐阜県 大垣市本今町字西ノ側１６３９－１

よむよむクレッセ甲西

山梨県 南アルプス市西南湖３４１－１クレッセ甲西ＳＣ内

よむよむフレスポ甲府

山梨県 甲府市和戸町８８０

山梨県立大学生協飯田店

山梨県 甲府市飯田５－１１－１

山梨大学

山梨県 甲府市武田４－４－３７

よむよむ敷島店

山梨県 甲斐市中下条三島の木１０８０－１

よむよむ一宮店

山梨県 笛吹市一宮町竹原田１３３３イツモアＳＣ内

信州大松本店

長野県 松本市旭３－１－１

信大松本農学部

長野県 上伊那郡南箕輪村８３０４

信州大繊維

長野県 上田市常田３－１５－１

清泉女学院生協

長野県 長野市上野２－１２０－８

蔦屋書店 長岡新保店

新潟県 長岡市新保町1326番地

蔦屋書店アクロスプラザ美沢店

新潟県 長岡市四郎丸町字沖田２４０－１

蔦屋書店長岡古正寺店

新潟県 長岡市古正寺町３５０番地

新大生協新潟店

新潟県 新潟市五十嵐２ノ丁８０５０

未来屋書店新潟南

新潟県 新潟市江南区下早通柳田１－１－１イオン新潟南ＳＣ２

紀伊國屋新潟店

新潟県 新潟市中央区万代１－５－１ＬＯＶＥＬＡ万代６Ｆ

青陵女子短大

新潟県 新潟市水道町１－５９３９

番 場 堂

新潟県 加茂市仲町３－１

富大生協書籍

富山県 富山市五福３１９０ （富山大学内）

富山大生協医薬店

富山県 富山市杉谷２６３０番地富山大学内

中田図書大泉

富山県 富山市大泉東町１－３－７

宮脇富山八尾

富山県 富山市八尾町黒田６２０

Ｂなかだ本店

富山県 富山市掛尾町１８０－１

金沢大角間店

石川県 金沢市角間町金沢大学内大学会館１階

紀伊國屋大和店

石川県 金沢市香林坊１丁目 大和百貨店内

Ｂ中田小松大領

石川県 小松市大領町ワ２８４－１

中西書店

石川県 能美市寺井町ラ８４

BOOKSなかだかほく店

石川県 かほく市内日角タ２５番イオンかほくＳＣ内

紀伊國屋福井店

福井県 福井市中央１丁目９番２０号福井西武新館５階

福井大生協

福井県 福井市文京 ３－９－１

宮脇書店彦根店

滋賀県 彦根市尾末町２番２０号

滋賀県立大学

滋賀県 彦根市八坂町２５００滋賀県立大学生協

本のがんこ堂石山駅店

滋賀県 大津市粟津町３－２ＪＲ石山駅前ＮＫビル２Ｆ

立命館びわこ

滋賀県 草津市野路東１－１－１

本のがんこ堂アクア店

滋賀県 近江八幡市鷹飼町１７９アクア２１３Ｆ

シェトワ白揚

三重県 四日市市芝田１丁目１０番地書籍館

宮脇書店松坂店

三重県 松阪市大黒田町５１５－１

三重大第一

三重県 津市栗真町屋町１５７７番地三重大学生活協同組合翠陵

本の王国文化セ

三重県 津市一身田上津部田字口の坪１１５－１

奈良県立大生協

奈良県 奈良市舟橋町１０番地奈良商科大学生協

奈良女子大学

奈良県 奈良市北魚屋西町

奈良教大生協

奈良県 奈良市高畑

WAY御所店

奈良県 御所市元町９７

同志社今出川店

京都府 京都市上京区烏丸今出川上ル同志社生協良心館書籍部

立命館大生協

京都府 京都市北区等持院北町５６－１

京大ＢＳルネ

京都府 京都市左京区泉殿町京大生協西部生協会館内

女子大今出川

京都府 京都市上京区今出川寺町西入

京都橘大学

京都府 京都市山科区大宅山田町３４学生会館生協書籍部

龍大生協深草店

京都府 京都市伏見区深草塚本町６７

恵文社バンビオ

京都府 長岡京市神足２丁目２番１号２０２

同志社田辺店

京都府 京田辺市多々羅都谷１－３

女子大京田辺

京都府 京田辺市興戸南鉾立

清風堂書店

大阪府 大阪市北区曾根崎２丁目１１－１６梅田セントラルビル

紀伊國屋堺北花

大阪府 堺市北区東浅香山町４－１ダイヤモンドシティプラウ４

イシケン堂

大阪府 大阪市東成区東小橋３丁目１０番２７号

蔦屋戎橋店

大阪府 大阪市中央区道頓堀１－８－１９

文教堂 淀屋橋店

大阪府 大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋odona２Ｆ

紀伊國屋京橋店

大阪府 大阪市都島区東野田町２－１－３８京阪モール４Ｆ

未来屋喜連瓜破

大阪府 大阪市平野区瓜破２－１－３

リブロ 新大阪店

大阪府 大阪市淀川区西中島5-16-1 JR新大阪駅2階 アルデ新大阪

市立大杉本店

大阪府 大阪市住吉区杉本町３丁目３番１３８号

京阪神大生協

大阪府 門真市大字三ツ島６３１

大阪大生協豊中

大阪府 豊中市街兼山町１－９

ヤシマ書店

大阪府 東大阪市岩田町３－１２－２６

大阪大生協箕面

大阪府 箕面市栗生間谷東８丁目１－１

紀伊國屋高槻店

大阪府 高槻市日梅町４－１高槻オーロラモール５Ｆ

立命館大学生協OIC SHOP

大阪府 茨木市岩倉町2-150 立命館大学いばらきキャンパス内 生協購買部C棟 立命館OIC Shop

中村交野店

大阪府 交野市私部西１丁目３３－２０ジャンボスクエア交野店

ブックストア談 住道店

大阪府 大東市住道2-3-1ギャレ住道2階

未来屋小阪店

大阪府 東大阪市御厨栄町１－６－６マックスバリュ１Ｆ

リブロ八尾店

大阪府 八尾市光町２－６０八尾西武７Ｆ

ブックスファミリア 羽曳野店

大阪府 羽曵野市尺度１９－１

紀伊國屋泉北店

大阪府 堺市南区茶山台１丁３番１号パンジョ４階

ブックスファミリア 堺日置荘店

大阪府 堺市日置荘原寺町４２５－１

大阪府大生協

大阪府 堺市学園町１－１

ブックスファミリア 堺本店

大阪府 堺市百舌鳥梅町３－２５－１

桃山学院生協

大阪府 和泉市まなび野１番１号

ダイハン書房

兵庫県 神戸市東灘区岡本１丁目１２－１４

甲南女子大生協

兵庫県 神戸市東灘区森北町６丁目２番２３号

関西学院大学生協

兵庫県 西宮市上ヶ原一番町１番１５５号

神戸市外語大

兵庫県 神戸市西区学園東町９－１

甲南大

兵庫県 神戸市東灘区岡本９－６－４

書写兵県大西部

兵庫県 姫路市書写２１６７

TSUTAYAフレスポ赤穂店

兵庫県 赤穂市中広2-8

喜久屋北神戸店

兵庫県 神戸市北区上津台８－１イオンショッピングセンタ３Ｆ

紀伊國屋神戸店

兵庫県 神戸市中央区小野柄通８－１－８そごう神戸店新館５階

リブロ明石店

兵庫県 明石市東仲ノ町７アスピア明石南館内

蔦屋姫路広峰店

兵庫県 姫路市広峰１－１－３０

ＢＣすばる

兵庫県 西脇市上野１８５番地

和歌山大

和歌山県 和歌山市栄谷９３０

ＷＡＹ和歌山

和歌山県 和歌山市松江字向鵜ノ島１４６９－１

啓文社岡山本店

岡山県 岡山市下中野３７７－１

宮脇書店平島店

岡山県 岡山市東平島字神名１００－－１

丸善シンフォ店

岡山県 岡山市表町１－５－１

フタバMEGA岡山青江

岡山県 岡山市泉田２２－３

紀伊國屋クレド

岡山県 岡山市中山下１－８－５３ＮＴＴクレド岡山５Ｆ

TSUTAYA 中島店

岡山県 倉敷市中島２２３６番１０３

TSUTAYA 津島モール店

岡山県 岡山市津島南１丁目２－７

TSUTAYＡ 岡山西大寺店

岡山県 岡山市西大寺上１－１－４６

TSUTAYＡ 大安寺店

岡山県 岡山市野殿西町

啓文社ＰＰ店

広島県 福山市入船町３丁目１番地

啓文社ＹＴ呉

広島県 呉市宝町５－１０ゆめタウン呉３階

フタバ図書∧ＬＴＩ福山本店

広島県 福山市明神町１－１４－２０

フタバ図書ALTIアルパーク北棟店

広島県 広島市西区草津南４丁目７－１

広大生協西２店

広島県 東広島市鏡山１丁目７－１広島大学西第２福利会館

広大生協北１店

広島県 東広島市鏡山一丁目２番２号

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

フタバＧ上安店

広島県 広島市安佐南区上安２丁目２７－２

フタバＴＥＲＡ

広島県 安芸郡府中町大須２丁目１－１－３０２２

啓文社コア神辺店

広島県 福山市神辺町川北１５３３

修道大学生協

広島県 広島市安佐南区大塚東１－１－１

啓文社西条店

広島県 東広島市西条土与丸１丁目５の７ゆめタウン新館２階

TSUTAYA 啓文社 可部店

広島県 広島市安佐北区可部7-4-13

フタバ図書GIGA祗園店

広島県 広島市安佐南区祇園３丁目５４０番地

フタバＭＥＧＡ

広島県 広島市安佐南区中筋４丁目１１－７

島根大学生協

島根県 松江市川津町１０６０

文化の友黒田店

島根県 松江市黒田町４６５－１

福岡書店

島根県 浜田市朝日町３４－３

フタバ図書GIGA防府店

山口県 防府市鐘紡町７－１

文栄堂 本店

山口県 山口市道場門前1-3-11

文栄堂 山口大前店

山口県 山口市大字平井775

梅光女学院生協

山口県 下関市向洋町１－１－１

下関市立大学

山口県 下関市大学町２－１－１

紀伊國屋徳島店

徳島県 徳島市寺島本町西１丁目５番地そごう徳島店８階

宮脇新徳島本店

徳島県 徳島市西新浜町１－４５－１

徳島大常三島

徳島県 徳島市南常三島町一丁目一番地

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

宮脇かもじま

徳島県 吉野川市鴨島町鴨島３１８－７

宮脇本店

香川県 高松市丸亀町 ４－８

紀伊國屋高松店

香川県 高松市丸亀町１３番２号

宮脇書店 新国分寺店

香川県 高松市国分寺町新名６４４－１

紀伊国屋書店丸亀店

香川県 丸亀市新田町１５０ゆめタウン２Ｆ

宮脇フジ丸亀店

香川県 丸亀市川西町南１２８０－１フジグラン丸亀内

香川大学生協

香川県 高松市幸町１－１

四国学院生協

香川県 善通寺市文京町３－２－１

宮脇書店三豊店

香川県 三豊市豊中町本山甲２２番地ゆめタウン三豊店内２Ｆ

紀伊国屋書店いよてつ高島屋店

愛媛県 松山市湊町５丁目１番地１いよてつ高島屋７Ｆ

愛媛大生協書籍

愛媛県 松山市文京町３番地

松山大生協書

愛媛県 松山市文京町４－２

高知大学生協

高知県 高知市曙町２－５－１

積文館新天町店

福岡県 福岡市中央区天神 ２－８－２１５

リブロ福岡天神店

福岡県 福岡市中央区天神２丁目５番３５号岩田屋本店７Ｆ

リブロ久留米店

福岡県 久留米市天神町１－１久留米岩田屋新館４Ｆ

西南大生協

福岡県 福岡市早良区西新７丁目４ー６３

九大生協伊都BO

福岡県 福岡市西区元岡７４４番地九州大学伊都ビッグオレンジ

九大生協医系

福岡県 福岡市東区馬出３丁目１ー１

蔦屋書店コマーシャルモール博多

福岡県 福岡市博多区東光寺町２－６－４０

紀伊国屋ゆめタウン博多

福岡県 福岡市東区東浜１丁目１の１ゆめタウン博多２Ｆ

九国大生協

福岡県 北九州市八幡東区平野１丁目６－１

クエスト黒崎店

福岡県 北九州市八幡西区黒崎２丁目３－１５

Ｂクエスト小倉

福岡県 北九州市小倉北区馬借一丁目４－７

フタバＴ福岡東

福岡県 糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２－１－２００１

クエスト門司店

福岡県 北九州市門司区上馬寄１丁目１６の５

積文館シュロアモール

福岡県 筑紫野市大字原田８３６－６

蔦屋書店イオンモール筑紫野

福岡県 筑紫野市立明寺４３４－１

小倉西南女生協

福岡県 北九州市小倉北区井堀１－３－５

リブロ春日店

福岡県 春日市春日５丁目１７番地ザ・モール春日２Ｆ

北九州大学生協

福岡県 北九州市小倉南区北方４－２－１北九州大学新館内

九工大戸畑店

福岡県 北九州市戸畑区仙水町１－１

未来屋書店岡垣店

福岡県 遠賀郡岡垣町大字黒山３３８－１イオン岡垣ＳＵＣ１Ｆ

BOOKSあんとくみずま店

福岡県 久留米市三潴町早津崎８９２

積文館書店 八女店

福岡県 八女市大島182-1

クエストエマ駅

福岡県 久留米市東町上天神田３１６の２エマックス久留米４Ｆ

うどう書店

福岡県 宗像市自由ヶ丘３－１２－６

積文館新南ＢＰ

佐賀県 佐賀市本庄町大字袋２９２－１

積文デイトス

佐賀県 佐賀市駅前中央１丁目１１－１

紀伊國屋佐賀店

佐賀県 佐賀市兵庫北５丁目１４番１号ゆめタウン佐賀２Ｆ

佐賀大学

佐賀県 佐賀市本庄１

ＴＳＵＴＡＹＡ 伊万里店

佐賀県 伊万里市二里町八谷搦１２７４

積文館鹿島店

佐賀県 鹿島市大字高津原字四本松３６３９－１

長大文教店

長崎県 長崎市文教町１ー１４

長崎県立大生協

長崎県 佐世保市川下町１２３

蔦屋梅田町Ｂ

長崎県 佐世保市梅田町１６３－１

蔦屋書店三年坂

熊本県 熊本市中央区安政町１番２号カリーノ下通り１Ｆ

蔦屋ＤＣ嘉島

熊本県 上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２－１６０２

熊大学館店

熊本県 熊本市中央区黒髪２丁目４０－１熊本大学内

大分大生協書籍

大分県 大分市旦の原７００番地

リブロ別府店

大分県 別府市北浜２丁目９－１トキハ別府店４Ｆ

立命アジア別口

大分県 別府市十文字原１－１立命館アジア太平洋大学生協

TSUTAYA AVクラブ 大塚台店

宮崎県 宮崎市大塚町池ノ内１１２７番地７

蔦屋宮崎高千穂通

宮崎県 宮崎市橘通り東４丁目８番１号カリーノ内

津

宮崎県 宮崎市中村東１丁目３番８号

江

宮崎大学生協

宮崎県 宮崎市学園木花台西１－１

鹿児島中央店

鹿児島県 鹿児島市郡元１－２１－２４

アシーネ鹿児島

鹿児島県 鹿児島市鴨池２－２６－３０ダイエー鹿児島店内

ブックスミスミオプシア

鹿児島県 鹿児島市宇宿２丁目３－５

米

永

鹿児島県 指宿市十町 ２３９

蔦屋プラッセ種子島

鹿児島県 西之表市西之表１０４４０

宮脇書店嘉手納店

沖縄県 中頭郡嘉手納町兼久下原372-2

ブックスやいま

沖縄県 石垣市真栄里２９２－１

