書店名
三省堂書店二松学舎大学九段売店
紀伊國屋書店 大手町店
三省堂書店有楽町店
三省堂書店神保町本店
東京理科大学生協 葛飾店
法政大生協市ヶ谷プレイガイド
リブロ浅草店
リブロ東銀座店
慶応大学生協 三田書籍部
慶応大芝共立店
東京海洋大学生協
明学白金
虎の門書房本店
金松堂書店
虎ノ門書房 田町店
早稲田大学 生協文学部支所
紀伊國屋書店 桜美林大学キャンパスショップ
早稲田大学 理工
慶応大信濃町
早稲田大コープラＢＣ
紀伊国屋書店立正大学品川キャンパスブックセンター
文教堂大崎店
星薬科大生協
文教堂代々木上原駅店
紀伊國屋書店 玉川店
東京農業大学 生協
成文堂書店国士館店
明治薬科大学生協
東大駒場Ｃ
東工大学 大岡山
文教堂 青戸店
東洋大学生活協同組合 赤羽台店
東京外国語大学生協
ブックストア談赤羽店
跡見学園女子大学生活共同組合 文京店
お茶の水大学 生協書籍部
日本女子大学 生協書籍部
東京大学生協本郷店
東洋大学生協白山店
書楽 阿佐ヶ谷店
三省堂書店明治大学和泉売店
文禄堂 高円寺店
紀伊國屋書店 学習院大学ブックセンター
大東文化大学生協板橋店
リブロ大泉店
武蔵大学生協書籍部
リブロ 花小金井店
紀伊國屋書店 吉祥寺店
白梅学園生協
津田塾大学 生協書籍部
一橋大生協東店
一橋大学生協西ショップ
紀伊國屋書店国分寺店
東京経済大学生協 書籍部
法政大学生協多摩書籍部
パルコブックセンター調布店
電気通信大学生協
オリオン書房 ルミネ
リブロ国領店
オリオン書房ノルテ店
農工大学 農学部
工学院大学 八王子
成文堂鶴川店
桜美林大学生協
ＢＣよむよむザ・モールみずほ
和光大学
コーチャンフォー 若葉台店
東京学芸大学生協
首都大学 東京生協
法政大学 工学部
北大北部店
北大生協クラーク店
文教堂新札幌ＤＵＯ店
紀伊國屋書店札幌本店

所在地
東京都千代田区三番町６－１６
東京都千代田区大手町１―６―１大手町ビルＢ１Ｆ
東京都千代田区有楽町２－１０－１東京交通会館
東京都千代田区神田神保町１―１
東京都葛飾区新宿6-3-1
東京都千代田区富士見２－１７－１
東京都台東区浅草１－２５ＲＯＸビル４Ｆ
東京都中央区築地４－１４－１東劇ビル１Ｆ
東京都港区三田２―１５―４５
東京都港区芝公園１－５－３０
東京都港区港南４－５－７
東京都港区白金台1-2-37
東京都港区虎ノ門１－４－５
東京都港区赤坂5-1-3
東京都港区芝５―３３―１森永プラザビル
東京都新宿区戸山町４２早稲田大学内
東京都新宿区百人町３丁目２３－１桜美林大学新宿キャンパス創新館１階
東京都新宿区大久保3-4-1
東京都新宿区信濃町35
東京都新宿区西早稲田１―６―１コーププラザ書籍店
東京都品川区大崎４－２－１６トークパレット
東京都品川区大崎１－６－５大崎ニュ－シティ５号館１階
東京都品川区荏原2-4-41
東京都渋谷区西原３－８－５
東京都世田谷区玉川３－１７－１玉川高島屋内
東京都世田谷区桜丘１－１－１
東京都世田谷区世田谷４－２８－１
東京都清瀬市野塩２－５２２－１
東京都目黒区駒場町３―８―１
東京都目黒区大岡山2-12-1
東京都葛飾区青戸３－３６－１
東京都北区赤羽台１－７－１１
東京都府中市朝日町３－１１－１
東京都北区赤羽１－７－９赤羽第一葉山ビル メッツ１・２階
東京都文京区大塚1-5-2
東京都文京区大塚２―１―１
東京都文京区目白台２―８―１
東京都文京区本郷７－３－１
東京都文京区白山５―２８―２０
東京都杉並区阿佐ヶ谷南３－３７－１３
東京都杉並区永福１－９－１
東京都杉並区高円寺北２－６－１高円寺千歳ビル１Ｆ
東京都豊島区目白１－５－１学習院大学西２号館１階
東京都板橋区高島平１－１９－１
東京都練馬区東大泉２－１０－１１サーベル大泉
東京都練馬区豊玉上１―２６
東京都小平市花小金井１－７６４いなげや２Ｆ
東京都武蔵野市吉祥寺本町２―３―１東急百貨店内
東京都小平市小川町１－８３０
東京都小平市津田町２－１－１
東京都国立市中2-1
東京都国立市中２－１
東京都国分寺市南町３－２０－３国分寺駅ビル８階
東京都国分寺市南町1-7-34
東京都町田市相原町４３４２
東京都調布市小島町１－３８－１調布ＰＡＲＣＯ５Ｆ
東京都調布市調布ヶ丘１－５－１
東京都立川市曙町２―１―１立川ターミナルビル７Ｆ
東京都調布市国領３－１－３８マルエツ国領店１Ｆ
東京都立川市曙町２－４２－１パークアベニュー３Ｆ
東京都府中市幸町3-5-8
東京都新宿区西新宿1-24-2
東京都町田市広袴町 1-1-1国士舘大学内
東京都町田市町田市常盤町３７５８国士舘大学内
東京都西多摩郡瑞穂町高根字高根新田５８６－１ザ・モールみずほ店２Ｆ
東京都町田市金井町2160
東京都稲城市若葉台２－９－２
東京都小金井市貫井北町４－１－１
東京都八王子市南大沢1-1
東京都小金井市梶野町3-7-2
北海道札幌市北区北１７条西８丁目福利厚生会館２Ｆ
北海道札幌市北区北８条西７生協会館２Ｆ
北海道札幌市厚別区厚別中央二条５－６－２
北海道札幌市中央区北五条５－７

コーチャンフォーミュンヘン大橋店
札幌大学生協
文教堂宮の森店
北海道教育大学生協 函館キャンパス
北星学園生協大学店書籍部
酪農学園 生協
札幌学院大学 生協
北大水産店
小樽商科大学生協
コーチャンフォー新川通り店
コーチャンフォー北見店
蔦屋書店札幌琴似店
文教堂函館昭和店
帯広畜産大学生協
コーチャンフォー旭川店
弘前大学 生協
ツタヤ湯沢店
ツタヤ横手店
ツタヤ仁井田店
ツタヤ広面店
ツタヤ中野店
秋田大学 生協 書籍部
岩手県立大学生活共同組合
さわやＯＲＩ店
岩手大学 生協
ヤマト屋書店仙台八幡店
ヤマト屋書店仙台長命ケ丘店
宮城インカレ
蔦谷書店 仙台泉店
東北大学生協文系店
宮城学院大生協
ヤマト屋書店仙台三越店
丸善アエル店
東北大学生協川内店
ヤマト屋書店東仙台店
八文字屋セルバ店
八文字屋書店
東北学院大生協泉教養店
尚絅学院大学生協
宮城教育大学 生協
未来屋塩釜
八文字屋書店長井店
八文字屋新北店
八文字屋書店ＴＥＮＤＯ店
八文字屋鶴岡店
山形大小白川
八文字屋
丸井八文字屋
みずほ八文字屋
福島大学 生協
みどり書房桑野店
みどり書房イオンタウン店
高崎経済大学 生協
蔦屋書店伊勢崎平和店
蔦屋書店伊勢崎宮子店
紀伊國屋書店前橋店
蔦屋書店前橋みなみモール
群馬大学 桐生
群馬大学生協荒牧店
落合書店 ララスクエア店
落合書店宝木店
落合書店東武ＢＣ
宇都宮大学生協
リブロつくばキュート店
茨城大学生協 書籍部
川又書店エクセル店
ブックエース 総和店
すばる書店神栖店
宮脇書店 笠間店
茨城キリスト教学園生協
蔦屋書店ひたちなか店
千葉そごうブックセンター
未来屋ノア店
すばる書店六高台店
大杉書店

北海道札幌市豊平区中の島一条１３丁目１番１号
北海道札幌市豊平区西岡３条７丁目３－１
北海道札幌市中央区宮の森３条１－５－３５
北海道函館市八幡町１−２
北海道札幌市厚別区大谷地西２－３－１
北海道江別市文京台緑町５６９－３７
北海道江別市文京台１１番地
北海道函館市港町3丁目1-1
北海道小樽市緑３丁目５－２１
北海道札幌市北区新川３条１８丁目
北海道北見市並木町５２１番４
北海道札幌市西区琴似四条１丁目１番コルテナI1F
北海道函館市昭和１－２９－３函館昭和タウンプラザ内
北海道帯広市稲田町西2線11
北海道旭川市宮前通西４４１５番３
青森県弘前市文京町１
秋田県湯沢市元清水４－３－２４
秋田県横手市安田字向田１７９－１
秋田県秋田市仁井田本町５丁目５６－１
秋田県秋田市広面字近藤堰越６３－１
秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼３８４－１
秋田県秋田市手形学園町１―１
岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子１５２－５２
岩手県盛岡市盛岡駅前通１－４４盛岡駅ﾋﾞﾙ・ﾌｪｻﾞﾝ本館３Ｆ
岩手県盛岡市上田３－１８－３４
宮城県仙台市青葉区八幡３－１－５０
宮城県仙台市泉区長命ケ丘２－２１－１
宮城県仙台市青葉区柏木1丁目1番41号 大学生協仙台会館
宮城県仙台市泉区大沢２－１２－４
宮城県仙台市青葉区川内東北大学文科糸四学部厚生会館内
宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘９－１－１
宮城県仙台市青葉区一番町４－８－１５仙台三越定禅寺通り館地下２階
宮城県仙台市青葉区中央１－３－１アエル１Ｆ
宮城県仙台市青葉区川内
宮城県仙台市宮城野区東仙台４－１４－１
宮城県仙台市泉区泉中央１－４－１セルバ５Ｆ
宮城県仙台市泉区高玉町４－１
宮城県仙台市泉区天神沢２丁目１－１
宮城県名取市ゆりが丘４－１０－１
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉
宮城県塩釜市海岸通15番地100
山形県長井市館町南３８５３
山形県山形市河原田５８－１嶋グランガーデン
山形県天童市鎌田２－４－１６鍬ノ町２３街区７
山形県鶴岡市上畑町３－３８
山形県山形市小白川町1-4-12
山形県山形市本町２―４―１１
山形県新庄市沖の町１－１５
山形県酒田市みずほ２丁目１９
福島県福島市金谷川１番地
福島県郡山市桑野３－２０－２５
福島県郡山市松木町２－８８
群馬県高崎市上並榎町１３００
群馬県伊勢崎市平和町１９－１
群馬県伊勢崎市宮子町３４０６－３
群馬県前橋市文京町２－１－１けやきウォーク１Ｆ
群馬県前橋市新堀町３３
群馬県桐生市天神町1-5-1
群馬県前橋市荒牧町１３７５
栃木県宇都宮市駅前通り１－４－６ララスクエア宇都宮５階
栃木県宇都宮市宝木町１－３－１３５
栃木県宇都宮市宮園町５－４東武百貨店内
栃木県宇都宮市峰町３５０
茨城県つくば市吾妻１－６－１キュート２階
茨城県水戸市文京２―１―１
茨城県水戸市宮町１－１－１水戸ステーションビル５Ｆ
茨城県古河市上辺見５４９－２
茨城県神栖市日川４１７４－１
茨城県笠間市赤坂８番地ショッピングセンターポレポレ２Ｆ
茨城県日立市大甕町６－１１－１
茨城県ひたちなか市新光町３０－４
千葉県千葉市中央区新町１０００千葉そごう８Ｆ
千葉県野田市中根36－1
千葉県松戸市六実１－１４－１
千葉県市川市市川１―４―１６

すばる書店二十世紀ヶ丘店
多田屋書店大網白里店
すばる書店鴨川店
高山書店
ジュンク堂書店 南船橋店
喜久屋千葉ニュータウン店
すばる書店北習志野駅前店
千葉大学生協
多田屋土気店
城西国際大学ブックセンター
すばる書店 鎌ヶ谷店
井上書店
紀伊國屋書店流山おおたかの森店
すばる書店流山店
すばる書店青葉台店
すばる書店富津店
多田屋書店サンピア店
すばる書店佐倉店
すばる書店ニュータウン店
東京理科大学生協 野田店
すばる書店七光台店
すばる書店桜通り店
蔦屋書店 東松山店
ＢＣよむよむビバモール埼玉大井
ＰＢＣ新所沢店
リブロ川越店
リブロｅｃｕｔｅ大宮店
十文字学園
リブロ ピオニウォーク東松山店
よむよむ坂戸入西店
リブロららぽーと富士見店
大東文化大学生協 東松山店
文教堂岩槻店
跡見学園女子大 生協
淑徳大学
紀伊国屋書店立正大学熊谷キャンパスブックセンター
蔦屋書店 本庄早稲田店
未来屋書店 羽生店
紀伊國屋浦和店
大 坂 屋
ＢＣよむよむ草加松原店
ＢＣよむよむ鶴ヶ島脚折
早稲田大学 所沢
埼玉大学
須原屋 武蔵浦和店
TSUTAYA大宮指扇店
有隣堂アトレ川崎店
有隣堂たまプラザテラス店
未来屋茅ケ崎店
ＢＣよむよむ原当麻駅前
横浜駅東口 ルミネ有隣堂
三省堂書店新横浜店
文教堂中山とうきゅう店
有隣堂本店
有隣堂 西口店
慶応大学生協 日吉書籍部
丸善ラゾーナ川崎店
ＢＣよむよむ横浜仲町台店
慶応大学 矢上
慶応大学藤沢生協
麻布大学生協書籍部
昭和書房
明治学院大学生協横浜店
有隣堂 藤沢店
長谷川ネスパ
有隣堂 新百合ヶ丘
文教堂横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店
横浜市立大学
横浜国立大学生協 大学会館店
文教堂溝ノ口本店
文教堂登戸駅店
文教堂伊勢原店
リブロ港北東急ＳＣ店
谷島屋パルシェ
谷島屋 マークイズ静岡店

千葉県市川市堀之内３－３１－１６
千葉県山武郡大網白里町みやこ野２－４－１
千葉県鴨川市大字見渚字中川間３００
千葉県浦安市富士見１－１５－２８
千葉県船橋市浜町２－２－７ビビット南船橋１階
千葉県印西市中央北３丁目２番イオンモール千葉ニュータウン３Ｆ
千葉県船橋市習志野台２－１－６ ２Ｆ
千葉県千葉市稲毛区弥生町１－３３
千葉県千葉市緑区小食土町７４２－３９
千葉県東金市求名1 城西国際大学 F棟 1F
千葉県鎌ヶ谷市右京塚３－３
東京都昭島市松原町1-3-1
千葉県流山市西初石６丁目１８５－２
千葉県流山市東深井２５８
千葉県柏市青葉台２－１７－３１
千葉県富津市青木土地区画整理地区２００街区
千葉県東金市東岩崎８－１０サンピア内
千葉県佐倉市寺崎特定土地区画整理事業１０街区２画地
千葉県印西市中央南２－５
千葉県野田市山崎２６４１
千葉県野田市七光台４－２
千葉県浦安市堀江１－３５－１７岩田ビル
埼玉県東松山市あづま町４－８－３
埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡１－１７５－１
埼玉県所沢市緑町１－２新所沢パルコＢ棟３Ｆ
埼玉県川越市新富町１－２２西武本川越ペペ４Ｆ
埼玉県さいたま市大宮区錦町６３０
埼玉県新座市管沢2-1-28
埼玉県東松山市あずま町４－３ピオニウォーク東松山２Ｆ ２２０
埼玉県坂戸市にっさい花みず木２－１４－３
埼玉県富士見市山室１－１３１３ １階１２６０
埼玉県東松山市岩殿５６０
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
埼玉県新座市中野１―９―６
埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1
埼玉県熊谷市万吉１７００ステラ館２Ｆ
埼玉県本庄市早稲田の杜２－１－４６
埼玉県羽生市川崎２丁目２８１番地３
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町１１－１浦和パルコ５階
埼玉県草加市住吉１丁目１１−６５
埼玉県草加市草加３－３１５東急ストア２Ｆ
埼玉県鶴ヶ島市脚折２－２０
埼玉県所沢市三ｹ島2-579-15
埼玉県さいたま市桜区大字下大久保255
埼玉県さいたま市南区別所７－６－８－２０９
埼玉県さいたま市西区指扇２２６２
神奈川県川崎市川崎区駅前本町２６－１アトレ川崎４Ｆ
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プラザ１Ｆ、２Ｆ
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5-16
神奈川県相模原市南区下溝６０６－１７
神奈川県横浜市西区高島２―１６―１
神奈川県横浜市港北区新横浜２－１００－４５
神奈川県横浜市緑区中山町３０４－１中山とうきゅう４Ｆ
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町１―４―１
神奈川県横浜市西区北幸１－１－８エキニアビル 有隣堂西口店
神奈川県横浜市港北区日吉４―１―１
神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１１Ｆ－７１０３０
神奈川県横浜市都筑区仲町台１－２８－４パルウィッツ仲町台１Ｆ
神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1
神奈川県藤沢市遠藤５３２２
神奈川県相模原市中央区淵野辺１－１７－７１
神奈川県横浜市青葉区奈良町１６７５
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町１５１８
神奈川県藤沢市南藤沢２－１－１フジサワ名店ビル４Ｆ
神奈川県茅ｹ崎市元町1-1
神奈川県川崎市麻生区上麻生１－４－１
神奈川県横須賀市若松町２－３００７０１モアーズシティ
神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2
神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-10
神奈川県川崎市高津区久本３－１－２８
神奈川県川崎市多摩区登戸３４３５番地
神奈川県伊勢原市桜台１－３－３
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央５－１東急ＳＣ内３Ｆ
静岡県静岡市葵区黒金町４９パルシェ５Ｆ
静岡県静岡市葵区柚木１９１ＭＡＲＫ ＩＳ 静岡２階

静岡大学生協静岡店
谷島屋浜松本店
浜松谷島屋
静岡大学生協浜松店
松島書店
ジュンク堂書店名古屋栄店
金城学院大学生活協同組合
TSUTAYA上小田井店
愛知県立大学生協購買書籍部
名古屋工業大学 生協
中京大学生協名古屋店
名城大学生協天白店
愛知大学生協笹島店（ＷＩＺウィズ）
星野書店近鉄ビル店
TSUTAYAバロー戸田店
名古屋大学生協 南部店売
文進堂書店
北部旅行Ｓ店
白沢書店
ＢＯＯＫＳえみたす長久手店
精文館書店
TSUTAYAウイングタウン岡崎店
愛知大学豊橋生協
中京大学生協豊田店
TSUTAYA半田店
愛知教育大生協書籍部
TSUTAYA春日井店
紀伊國屋書店名古屋空港店
蔦屋瀬戸共栄通店
TSUTAYA瀬戸店
岐阜市立女子短大生協
草叢ＢＯＯＫＳ各務原店
岐阜大生協中央店
TSUTAYA大垣店
ＢＣよむよむフレスポ甲府東
山梨県立大学生協飯田店
山梨大学生協
よむよむ敷島
信州大学松本生協 書籍部
信大松本農学部
信州大学生協 繊維
清泉女学院生協
蔦屋書店 長岡新保店
蔦屋書店アクロスプラザ美沢店
蔦屋書店長岡古正寺店
新潟大学生協書籍部
未来屋書店新潟南
紀伊國屋書店 新潟店
新潟青陵大学短期大学生活協同組合
番場堂書店
富山大生協
富山大学生協医薬店
中田図書販売大泉本社
宮脇書店 八尾店
Ｂ・なかだ本店
富山高等専門学校生活協同組合
金澤文苑堂 鳴和店
ツタヤ大桑店
金沢大学生協 角間店
金澤文苑堂 羽咋店
紀伊國屋書店金沢大和店
中西書店
ＢＯＯＫｓなかた かほく店
紀伊国屋書店福井店
TAUTAYA BOOKSTORE ワイプラザ新保店
福井大学生協書籍部
宮脇書店 彦根店
滋賀県立大学生協
龍谷大学生協 瀬田ショップ
本のがんこ堂石山駅前店
立命館大学生協びわこ店
本のがんこ堂 アクア店
TSUTAYA四日市店
三重大生協書籍部第一店
本の王国文化センター前

静岡県静岡市駿河区大谷８３６
静岡県浜松市中区砂山町６－１メイワンビル８Ｆ
静岡県浜松市中区連尺町３０９－１
静岡県浜松市中区城北３－５－１
愛知県名古屋市中区栄１丁目６−３１
愛知県名古屋市中区新栄１－１明治安田生命名古屋ビルＢ１／Ｂ２
愛知県名古屋市守山区大森２－１７２３
愛知県名古屋市西区八筋町２８２－１
愛知県長久手市茨ケ廻間１５２２－３
愛知県名古屋市昭和区御器所町
愛知県名古屋市昭和区八事本町１０１－２
愛知県名古屋市天白区塩釜口１－５０１
愛知県名古屋市中村区平池町４－６０－６愛知大学内（講義棟１階）
愛知県名古屋市中村区名駅１－２－２近鉄ビル８Ｆ
愛知県名古屋市中川区富田町戸田３４街区
愛知県名古屋市千種区不老町１
愛知県名古屋市千種区北千種二丁目４－９
愛知県名古屋市千種区不老町１名大生協北部購買内旅行サービス
愛知県名古屋市守山区川村町１２０
愛知県長久手市市ケ洞２５－２３
愛知県豊橋市広小路１―６
愛知県岡崎市羽根町小豆坂３
愛知県豊橋市町畑町１－１
愛知県豊田市貝津町床立１０１
愛知県半田市北二ツ坂町３丁目１－５
愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢１
愛知県春日井市美濃町２－３
愛知県西春日井郡豊山町豊場林先１－８エアポートウオーク名古屋４０１
愛知県瀬戸市共栄通３－１３
愛知県瀬戸市西本地町２－２２２外
岐阜県岐阜市長良福光２６９３
岐阜県各務原市鵜沼各務原町８丁目７番地アピタ各務原店１階
岐阜県岐阜市柳戸１―１
岐阜県大垣市本今町字西ノ側１６３９－１
山梨県甲府市和戸町奈良原８１４－１
山梨県甲府市飯田５－１１－１
山梨県甲府市武田4-4-37
山梨県甲斐市中下条９９０－１
長野県松本市旭3-1-1
長野県上伊那郡南箕輪村8304
長野県上田市常田3-15-1
長野県長野市上野２－１２０－８
新潟県長岡市新保町１３２６
新潟県長岡市四郎丸町字沖田２４０－１
新潟県長岡市古正寺町３５０番地
新潟県新潟市西区五十嵐２の町８０５０
新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号
新潟県新潟市中央区万代１－３―３０万代シルバーホテルビル２Ｆ
新潟県新潟市中央区水道町１－５９３９
新潟県加茂市仲町３−１
富山県富山市五福３１９０
富山県富山市杉谷２６３０
富山県富山市大泉東町１－３－７
富山県富山市八尾町黒田６２０
富山県富山市掛尾町１８０－１
富山県射水市海老江練合１－２
石川県金沢市小金町７－１２
石川県金沢市大桑3-176
石川県金沢市角間町大学会館内
石川県羽咋市石野町ホ９１
石川県金沢市香林坊１－１－１大和本店６Ｆ
石川県能美市寺井町ラ84
石川県かほく市内日角夕２５イオンかほくショッピングセンター１階
福井県福井市中央１丁目９－２０だるまや西武新館５Ｆ
福井県福井市新保北１丁目３０３番地
福井県福井市文京３―９―１
滋賀県彦根市尾末町２－２０
滋賀県彦根市八坂町先２５００
滋賀県大津市瀬田大江町横谷１－５
滋賀県大津市粟津町３－２ＮＫビル２Ｆ
滋賀県草津市野路町１９１６
滋賀県近江八幡市鷹飼町１７９アクア３Ｆ
三重県四日市市芝田１－１０－３
三重県津市上浜町１５１５
三重県津市一身田上津部田口ノ坪１１５－１

奈良県立大学生協
奈良女子大学 生協書籍部
奈良教育大学 生協
宮脇書店奈良店
ＷＡＹ御所店
文教堂C王寺店
同志社大生協今出川店
京都橘学園生活協同組合 京都橘中高店
立命館生協ブックセンターふらっと
京都大学生協ＢＳルネ店
女子大今出川
京都橘学園生活協同組合
龍谷大学生協書籍部深草店
同志社大学生協田辺店
友和館ブックストア
紀伊國屋書店北花田店
イシケン堂書店
蔦屋戎橋店
文教堂淀屋橋店
紀伊國屋書店京橋店
リブロ 新大阪店
大阪市立大学生協杉本店
笹部書店
大阪大学生協豊中店
ヤシマ書店
大阪大学生協箕面店
紀伊國屋書店高槻店
立命館大学生協ＯＩＣ ＳＨＯＰ
中村交野店
ブックストア談 住道店
近畿大学生協
ブックスファミリア 羽曳野店
阪南大学 生協
紀伊國屋書店泉北店
ツタヤ堺南店
大阪府立大学 生協
ブックスファミリア 堺本店
桃山学院大学生協
ダイハン書房岡本店
甲南女子大学生協
関西学院大学生協
神戸市外国語大学 生協
甲南大学生協
兵庫県立大学西部生協書写キャンパス店
TSUTAYA フレスポ赤穂店
喜久屋書店 須磨パティオ店
喜久屋書店北神戸店
紀伊國屋書店神戸店
TBS尼崎店
TSUTAYA姫路広峰店
和歌山大学 生協
TSUTAYA ＷＡＹ ガーデンパーク和歌山店
宮脇書店平島店
啓文社岡山本店
丸善シンフォニー店
TSUTAYA 中島店
TSUTAYA 津島モール店
TSUTAYA 大安寺店
宮脇書店神辺店
啓文社ポートプラザ
啓文社ＹＴ呉店
フタバ図書ＡＬＴＩ福山本店
フタバ図書ＡＬＴＩアルパーク北棟店
広島大学生協西２店
広島大学生協西２コープショップ
フタバ図書ＧＩＧＡ上安店
フタバ図書ＴＥＲＡ
啓文社コア神辺店
広島修道大学生活協同組合
啓文社西条店
TSUTAYA 啓文社 可部店
フタバ図書ＧＩＧＡ祇園店
フタバＭＥＧＡ店
島根大学
福
岡

奈良県奈良市船橋町１０
奈良県奈良市北魚尾西町
奈良県奈良市高畑町
奈良県奈良市二条大路南１－３－１ミ・ナーラ３階
奈良県御所市元町９７
奈良県北葛城郡王寺町久度2-2ﾘｰﾍﾞﾙ王子東館3F
京都府京都市上京区烏丸通上立売
京都府京都市伏見区桃山町伊賀５０ 京都橘中高生協購買部
京都府京都市北区等持院北町５６－１
京都府京都市左京区吉田泉殿町京大西部構内
京都府京都市上京区今出川寺町西入
京都府京都市山科区大宅山田町３４
京都府京都市伏見区深草西浦町４―２
京都府京田辺市多々羅都谷１－３
京都府京田辺市興戸南鉾立同志社生協女子大京田辺店
大阪府堺市北区東浅香山町４－１－１２－１３６ダイヤモンドシティ・プラウ４Ｆ
大阪府大阪市東成区東小橋３丁目１０－２７
大阪府大阪市中央区道頓堀1-8-19
大阪府大阪市中央区今橋４－１－１淀屋橋ｏｄｏｎａ２Ｆ
大阪府大阪市都島区東野田町２－１－３８京阪モール２Ｆ
大阪府大阪市淀川区西中島５－１６－１ＪＲ新大阪駅２Ｆ メディオ新大阪
大阪府大阪市住吉区杉本３―３―１３８
大阪府豊中市新千里西町３丁目２－３
大阪府豊中市待兼山町１―１
大阪府東大阪市岩田町３－１２－２６サンメゾン若江岩田
大阪府箕面市粟生間谷東８－１－１
大阪府高槻市白梅町４－１
大阪府茨木市岩倉町２－１５０立命館大学いばらき 大学生協購買部
大阪府交野市私部西１－３３－２０ジャンボスクエア交野店３Ｆ
大阪府大東市住道２－３－１ギャレカサレス住道２階
大阪府東大阪市小若江３－４－１
大阪府羽曳野市尺度１９－１
大阪府松原市天美東５－４－３３
大阪府堺市南区茶山台１－３－１パンジョ４Ｆ
大阪府堺市堺区大仙西町６－１８４－１
大阪府堺市中区学園町１－１
大阪府堺市北区百舌鳥梅町３－２５－１
大阪府和泉市まなび野１－１
兵庫県神戸市東灘区岡本１－１２－１４
兵庫県神戸市東灘区森北町６－２－２３
兵庫県西宮市上ケ原一番町１－１
兵庫県神戸市西区学園東町９－１
兵庫県神戸市東灘区岡本９－６－４甲南大生活協同組合書籍部 浅野様
兵庫県姫路市書写２１６７
兵庫県赤穂市中広２－８
兵庫県神戸市須磨区中落合２－２－３須磨パティオ３番館２Ｆ
兵庫県神戸市北区上津台８－１－１イオン神戸北ショッピングセンター２Ｆ
兵庫県神戸市中央区小野柄通８－１－８そごう神戸店新館書籍売場
兵庫県尼崎市下坂部3-1-36島忠ホームズ2Ｆ
兵庫県姫路市広峰１－１－３０
和歌山県和歌山市栄谷９３０
和歌山県和歌山市松江向鵜ノ島１４６９－１
岡山県岡山市東区東平島神名１００１－１
岡山県岡山市北区下中野３７７－１
岡山県岡山市北区表町１－５－１丸善シンフォニービル
岡山県倉敷市中島２２３６－１０３
岡山県岡山市北区津島南１－２－７ ２階
岡山県岡山市北区野殿西町３２９－１
広島県福山市神辺町新道上２－１０－２６フジグラン２Ｆ
広島県福山市入船町３－１－２５
広島県呉市宝町５－１０ゆめタウン呉店３階
広島県福山市明神町１－１４
広島県広島市西区草津南４－７－１２Ｆ
広島県東広島市鏡山１－７－１
広島県東広島市鏡山１－７－１
広島県広島市安佐南区上安２－２７－２
広島県安芸郡府中町大須２－１２１
広島県福山市神辺町川北１５３３
広島県広島市安佐南区大塚東１－１－１
広島県東広島市西条土与丸９６０
広島県広島市安佐北区可部７－４－１３
広島県広島市安佐南区祇園３－２－１イオンモール広島祇園
広島県広島市安佐南区中筋４－１１－７
島根県松江市西川津町 1060
島根県浜田市朝日町34-3

フタバ図書ＧＩＧＡ防府店
文栄堂 本店
文栄堂 山口大前店
梅光学院大学生協
下関市立大学生協
紀伊國屋書店徳島店
宮脇書店新徳島本店
徳島大学 常三島生協
紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店
宮脇書店 鴨島店
宮脇書店
宮脇書店 新国分寺店
紀伊國屋書店丸亀店
宮脇フジ丸亀店
香川大学 生協
四国学院大学 生協
宮脇書店三豊店
紀伊国屋書店いよてつ高島屋店
愛媛大学生協
松山大生協書籍部
高知大学 生協
積文館書店．新天町店
TSUTAYA BOOKSTORE マークイズ福岡ももち店
リブロ福岡天神店
西南学院大学 生協
九州大学 六本松店
九大生協医系
蔦屋書店コマーシャルモール博多
紀伊國屋書店ゆめタウン博多店
九州国際大学生協書籍部
井筒屋ＢＣ小倉店
積文館書店アクロスモール春日店
フタバ図書ＴＥＲＡ福岡店
クエスト門司店
積文館シュロアモール店
蔦屋書店イオンモール筑紫野店
西南女学院大学生協
北九州大生協
九州工業大学生協戸畑店
未来屋書店 岡垣店
ＢＯＯＫＳあんとく三潴店
積文館書店 八女店
ブックセンタークエストエマックス久留米店
うどう書店
紀伊國屋書店佐賀店
佐賀大生協書籍部
TSUTAYA伊万里店
積文館鹿島店
蔦屋みらい長崎ココウォーク
長崎大学 文教
長崎県立大生協
蔦屋書店熊本三年坂店
蔦屋書店ダイヤモンドシティ嘉島店
TSUTAYA さくらの森店
熊本大生協
大分大生協書籍部
リブロ別府店
立命アジア別口
TSUTAYA ＡＶクラブ大塚台店
蔦屋書店高千穂
津江書店
宮崎大学生協
鹿児島大学生協 中央店
Ｂミスミオプシア
米 永
蔦屋プラッセ種子島
琉球大学 生協
宮脇書店糸満店

山口県防府市鐘紡町２７番地
山口県山口市道場門前１―３―１１
山口県山口市平井７８９－５
山口県下関市向洋町１－１－１
山口県下関市大学町２－１－１
徳島県徳島市寺島本町西１－５アミコ東館８階
徳島県徳島市西新浜町１－４５－１
徳島県徳島市南常三島町１－１
徳島県板野郡藍住町奥野字東中須８８－１ゆめタウン徳島店２Ｆ
徳島県吉野川市鴨島町西郷３１８－７
香川県高松市丸亀町４―８
香川県高松市国分寺町新名６４４－１
香川県丸亀市新田町１５０ゆめタウン丸亀２Ｆ
香川県丸亀市川西町南１２８０－１フジグラン丸亀店
香川県高松市幸町１－１
香川県善通寺市文京町３－２－１
香川県三豊市豊中町本山甲２２ゆめタウン三豊店２Ｆ
愛媛県松山市湊町５－１－１いよてつ高島屋７Ｆ
愛媛県松山市文京町３
愛媛県松山市文京町４―２
高知県高知市曙町２－５－１
福岡県福岡市中央区天神２―８―１５
福岡県福岡市中央区地行浜２－２－１マークイズ福岡ももち２階２２４区画
福岡県福岡市中央区天神２－５－３５
福岡県福岡市早良区西新７―４―６３
福岡県福岡市西区元岡７４４
福岡県福岡市東区馬出3-1-1
福岡県福岡市博多区東光寺町２－６－４０
福岡県福岡市東区東浜１丁目１－１
福岡県北九州市八幡東区平野1丁目6-1
福岡県北九州市小倉北区馬借１－４－７
福岡県春日市春日５－１７ アクロスモール春日２Ｆ
福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木１９２ダイヤモンドシティ・ルクル
福岡県北九州市門司区上馬寄１－１６－５
福岡県筑紫野市原田８３６－１
福岡県筑紫野市文明寺４３４－１
福岡県北九州市小倉北区井堀１－３－５
福岡県北九州市小倉南区北方４－２－１北九州大学新館内
福岡県北九州市戸畑区仙水町１
福岡県遠賀郡岡垣町大字黒山３３８－１イオン岡垣ショッピングセンター内
福岡県久留米市三潴町早津崎８９２
福岡県八女市大島182-1
福岡県久留米市東町上天神田３１６－２エマックス４Ｆ
福岡県宗像市自由ヶ丘３－１２－６
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
佐賀県佐賀市本庄町本庄１番地
佐賀県伊万里市二里町八谷搦１２７４
佐賀県鹿島市大字高津原字四本松３６３９－１
長崎県長崎市茂里町１－５５みらい長崎ココウォーク５階
長崎県長崎市文教町１ー１４
長崎県佐世保市川下町１２３
熊本県熊本市中央区安政町１－２カリーノ下通店１Ｆ
熊本県上益城郡嘉島町上島字長池２２３２
熊本県熊本市東区桜木６丁目６－１
熊本県熊本市中央区黒髪２－４０－１
大分県大分市旦野原７００
大分県別府市北浜２－９－１トキハ別府店４Ｆ
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
宮崎県宮崎市大塚町池の内１１２７－７
宮崎県宮崎市橘通り東４－８－１カリーノ内
宮崎県宮崎市中村東１丁目
宮崎県宮崎市学園木花台西１－１
鹿児島県鹿児島市郡元１―２１―２４
鹿児島県鹿児島市宇宿２－３－５
鹿児島県指宿市十町２３９
鹿児島県西之表市西之表10440番地1
沖縄県中頭郡西原町字千原
沖縄県糸満市潮崎２丁目２番潮崎シティ内

