
各誌発売日は以下の通りです。※全て首都圏基準

・ViVi11月号（９月23日発売）
・VOCE11月号（９月23日発売） 
・with11月号（９月28日発売） 
・FRaU11月号（10月12日発売） 
・おとなスタイル冬号（11月25日発売）

都道府県名 正式書店名
北海道 紀伊國屋書店　オーロラタウン店　　　　　
北海道 紀伊國屋書店　厚別店　　　　　　　　　　
北海道 紀伊國屋書店　札幌本店　　　　　　　　　
北海道 紀伊國屋書店　小樽店　　　　　　　　　　
北海道 紀伊國屋書店　千歳店　　　　　　　　　　
北海道 三省堂書店　札幌店　　　　　　　　　　　
北海道 三省堂書店　函館営業所　川原店　　　　　
北海道 三省堂書店　留萌ブックセンター　　　　　
北海道 カルチャーエージェント文教堂 新千歳空港店
北海道 文教堂函館テーオー店
北海道 文教堂琴似駅店
北海道 文教堂札幌すすきの店
北海道 文教堂札幌ルーシー店
北海道 文教堂札幌駅店
北海道 文教堂札幌大通駅店
北海道 文教堂新札幌店
北海道 文教堂新千歳空港店
北海道 文教堂新道店
北海道 文教堂西野３条店
北海道 文教堂千歳店
北海道 文教堂湯ノ川店
北海道 文教堂函館昭和店
北海道 文教堂平岸店
北海道 文教堂北４９条店
北海道 文教堂北野店
北海道 くまざわ書店　アリオ札幌店　　　　　　　
北海道 くまざわ書店　手稲店　　　　　　　　　　
北海道 ジュンク堂書店　旭川店　　　　　　　　　
北海道 しんどう書店　ステイ店
北海道 しんどう書店　大成店　　　　　　　　　　　　　
青森県 紀伊國屋書店　弘前店
青森県 伊吉書院類家店
青森県 文教堂つがる柏
青森県 文教堂八戸駅店
宮城県 紀伊國屋書店　仙台店　　　　　　　　　　
宮城県 くまざわ書店　エスパル仙台店　　　　　　　
宮城県 ブックエキスプレス　仙台店　　　　　　
宮城県 ブックエキスプレス　仙台北口店　　　　
山形県 ハラトク書店　　　　　　　　　　　　　　　　
山形県 戸田書店　三川店　　　　　　　　　　
山形県 戸田書店　山形店　　　　　　　　　　　　
福島県 ジュンク堂書店　郡山店　　　　　　　　　
福島県 ブックエキスプレス　福島東口店　　　　
福島県 リブロ　郡山店　　　　　　　　　　　　　
茨城県 文教堂鹿島店
茨城県 文教堂水戸店
茨城県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店　　　
茨城県 かもじや本店
茨城県 くまざわ書店　取手店　　　　　　　　　　
茨城県 秀文堂



茨城県 リブロ　クレオつくば店　　　　　　　　　
茨城県 リブロ　ひたちなか店　　　　　　　　　　
栃木県 紀伊國屋書店　宇都宮店　　　　　　　　　
栃木県 カルチャーエージェント文教堂小山駅店
栃木県 くまざわ書店　宇都宮インターパーク店
栃木県 くまざわ書店　宇都宮店
群馬県 紀伊國屋書店　前橋店　　　　　　　　　　
群馬県 くまざわ書店　ＪＲ高崎店　　　　　　　　
群馬県 くまざわ書店　伊勢崎店　　　　　　　　　
群馬県 戸田書店　高崎店　　　　　　　　　　　　
埼玉県 紀伊國屋書店　川越店　　　　　　　　　　
埼玉県 紀伊國屋書店　そごう川口店　　　　　　　
埼玉県 紀伊國屋書店　入間丸広店　　　　　　　　
埼玉県 紀伊國屋書店　さいたま新都心店　　　　　
埼玉県 紀伊國屋書店　浦和パルコ店　　　　　　　
埼玉県 三省堂書店　大宮店　　　　　　　　　　　
埼玉県 文教堂川口駅店
埼玉県 文教堂岩槻店
埼玉県 文教堂朝霞マルエツ店
埼玉県 文教堂朝日町店
埼玉県 文教堂東川口店
埼玉県 文教堂狭山店
埼玉県 文教堂蓮田店
埼玉県 文教堂熊谷駅店
埼玉県 文教堂熊谷ニットモール店
埼玉県 文教堂東大宮駅ビル店
埼玉県 文教堂まるひろ南浦和店
埼玉県 くまざわ書店　宮原店　　　　　　　　　　
埼玉県 くまざわ書店　アズセカンド店
埼玉県 くまざわ書店　鷲宮店　　　　　　　　　　
埼玉県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　菖蒲店　　　　　　　　
埼玉県 ブックエキスプレス　ディラ　大宮店　　
埼玉県 東武ブックス　松原店（独協大学前駅）　　　　　　　
埼玉県 東武ブックス　越谷店　　　　　　　　　　
埼玉県 東武ブックス　せんげん台店　　　　　　　
埼玉県 東武ブックス　動物公園駅店　　　　　　　
埼玉県 東武ブックス　久喜店　　　　　　　　　　
埼玉県 東武ブックス　ビーンズ西川口店　　　　　　　　　
埼玉県 東武ブックス　朝霞台店　　　　　　　　　
埼玉県 東武ブックス　ふじみ野店　　　　　　　　
埼玉県 東武ブックス  上福岡店　　　　　　　　　　
埼玉県 東武ブックス　川越店　　　　　　　　　　
埼玉県 東武ブックス　ビーンズ戸田公園店　　　　
埼玉県 リブロ　ららぽーと富士見店　　　　　　　
埼玉県 リブロ　東松山店　　　　　　　　　　　　
埼玉県 リブロ　小手指店　　　　　　　　　　　　
埼玉県 リブロ　川越店　　　　　　　　　　　　　
埼玉県 リブロ　ｅｃｕｔｅ　大宮店　　　　　　　
埼玉県 リブロ　ｅ’　大宮店　　　　　
埼玉県 リブロ　鴻巣店　　　　　　　　　　　　　
埼玉県 リブロ　春日部店　　　　　　　　　　　　
埼玉県 リブロ　ピオニウォーク東松山店　　　　　
埼玉県 リブロ　狭山ケ丘店　　　　　　　　　　　
埼玉県 パルコブックセンター　新所沢店　　　　　
埼玉県 ブックセンターよむよむ　草加谷塚駅前店　
埼玉県 よむよむ　ビバモール埼玉大井町店　　　　
埼玉県 ブックセンターよむよむ　坂戸入西店　　　
埼玉県 よむよむ　草加松原店　　　　　　　　　　
埼玉県 よむよむ　鶴ヶ島脚折店　　　　　　　　　　　　



埼玉県 ブックセンターよむよむ　浦和木崎店　　
埼玉県 ブックセンターよむよむ　アピタ本庄店　　
埼玉県 ブックファースト　ルミネ大宮店　　　　　
埼玉県 ブックファースト　ルミネ川越店　　　　　
埼玉県 ブックスページワン　大宮宮原店
埼玉県 戸田書店　熊谷店　　　　　　　　　　　　
埼玉県 オリオン書房　所沢店　　　　　　　　　　
埼玉県 ジュンク堂書店　大宮高島屋店　　　　　　
千葉県 紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店　　
千葉県 紀伊國屋書店　流山おおたかの森店　　　　
千葉県 三省堂書店　カルチャーステーション千葉　
千葉県 三省堂書店　そごう千葉店　　　　　　　　
千葉県 三省堂書店　船橋店　　　　　　　　　　　
千葉県 文教堂ユーカリが丘店
千葉県 文教堂浦安西友店
千葉県 文教堂下総中山店
千葉県 文教堂行徳店
千葉県 文教堂市原店
千葉県 文教堂小倉台店
千葉県 文教堂東習志野店
千葉県 文教堂馬橋駅店
千葉県 文教堂八街店
千葉県 文教堂八千代緑が丘駅店
千葉県 文教堂茂原店
千葉県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　ちはら台店　　　　　　
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　成田空港第１ターミナル店
千葉県 アカデミアくまざわ書店　津田沼パルコ店　
千葉県 カルチャーエージェント浦安駅店
千葉県 くまざわ書店　シャポー本八幡店　　　　　
千葉県 くまざわ書店　ペリエ千葉エキナカ店　　　
千葉県 くまざわ書店　ペリエ千葉本店　　　　　　
千葉県 くまざわ書店　ららぽーと船橋店　　　　　
千葉県 くまざわ書店　稲毛店　　　　　　　　　　
千葉県 くまざわ書店　松戸店　　　　　　　　　　
千葉県 くまざわ書店　柏高島屋店　　　　　　　　
千葉県 ジュンク堂書店　松戸伊勢丹店　　　　　　
千葉県 ときわ書房　新松戸店　　　　　　　　　　
千葉県 ブックエキスプレス　ディラ　西船橋店　
千葉県 住吉書房市川店　　　　　　　　　　　　　
千葉県 住吉書房本八幡店　　　　　　　　　　　　
千葉県 東武ブックス  船橋店　　　　　　　　　　　
千葉県 東武ブックス　Ｒｅｄ　Ｗａｌｌ　　　　　
千葉県 東武ブックス　我孫子店　　　　　　　　　
千葉県 有隣堂　アトレ新浦安店　　　　　　　　　
千葉県 有隣堂　シャポー市川店　　　　　　　　　
東京都 紀伊國屋書店　イトーヨーカドー木場店　　
東京都 紀伊國屋書店　ららぽーと豊洲店　　　　　
東京都 紀伊國屋書店　吉祥寺東急店　　　　　　　
東京都 紀伊國屋書店　玉川高島屋店　　　　　　　
東京都 紀伊國屋書店　国分寺店　　　　　　　　　
東京都 紀伊國屋書店　笹塚店　　　　　　　　　　
東京都 紀伊國屋書店　新宿本店　　　　　　　　　
東京都 紀伊國屋書店　西武渋谷店　　　　　　　　
東京都 紀伊國屋書店　大手町ビル店　　　　　　　
東京都 紀伊國屋書店　北千住マルイ店　　　　　　
東京都 三省堂書店　池袋本店
東京都 三省堂書店　神保町本店
東京都 三省堂書店　アトレ秋葉原１　　　　　　　
東京都 三省堂書店　下北沢店　　　　　　　　　　



東京都 三省堂書店　経堂店　　　　　　　　　　　
東京都 三省堂書店　成城店　　　　　　　　　　　
東京都 三省堂書店　東京ソラマチ店　　　　　　　
東京都 三省堂書店　東京駅一番街店　　　　　　　
東京都 三省堂書店　有楽町店　　　　　　　　　　
東京都 カルチャーエージェントカフェ渋谷店
東京都 カルチャーエージェント文教堂鷺ノ宮駅店
東京都 カルチャーエージェント文教堂西小山駅店
東京都 カルチャーエージェント文教堂青山一丁目店
東京都 恭文堂書店
東京都 今野書店
東京都 第一書林新小岩北口店
東京都 第一書林新小岩南口店
東京都 千歳書店
東京都 ブックスページワン　イトーヨーカドー赤羽店
東京都 隆文堂
東京都 住吉書房駒沢店　　　　　　　　　　　　　
東京都 住吉書房五反野店　　　　　　　　　　　　
東京都 住吉書房小岩店　　　　　　　　　　　　　
東京都 文教堂あきる野とうきゅう店
東京都 文教堂アニメガ武蔵境駅前店
東京都 文教堂カレッタ汐留店
東京都 文教堂グリーンコート店
東京都 文教堂つくし野東急店
東京都 文教堂王子神谷
東京都 文教堂河辺とうきゅう店
東京都 文教堂京王八王子店
東京都 文教堂広尾店
東京都 文教堂三鷹駅店
東京都 文教堂市ケ谷店
東京都 文教堂小金井店
東京都 文教堂小平店
東京都 文教堂上原店
東京都 文教堂新中野店
東京都 文教堂人形町店
東京都 文教堂成瀬店
東京都 文教堂成増店
東京都 文教堂西葛西店
東京都 文教堂西台店
東京都 文教堂青戸店
東京都 文教堂赤羽店
東京都 文教堂赤坂店
東京都 文教堂大崎店
東京都 文教堂中野坂上
東京都 文教堂東小金井店
東京都 文教堂東陽駅店
東京都 文教堂東陽町店
東京都 文教堂南大沢店
東京都 文教堂二子玉川店
東京都 文教堂浜松町店
東京都 文教堂武蔵小金井店
東京都 文教堂木曽店
東京都 文教堂練馬高野台店
東京都 文教堂六本木ヒルズ店
東京都 文教堂糀谷店
東京都 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ
東京都 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　東急蒲田店
東京都 ｂｏｏｋｓｈｅｌｆ　ＮＥＷｏＭａｎ新宿店
東京都 ＨＩＮＴ　ＩＮＤＥＸ　ＢＯＯＫ　　　　　



東京都 ＰＡＰＥＲ　ＷＡＬＬ　ｎｏｎｏｗａ国立店
東京都 ＰＡＰＥＲ　ＷＡＬＬ　エキュート立川エキナカWEST店
東京都 STORY　STORY
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＴｏｋｙｏＭｉｄｔｏｗｎ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店
東京都 ＹＵＲＩＮＤＯ　ａｎｎｅｘ　　　　　　　
東京都 オリオン書房　TSUTAYA立川柏町店　　　　　　　　
東京都 オリオン書房　アレア店　　　　　　　　　
東京都 オリオン書房　イオンモールむさし村山店　　　　
東京都 オリオン書房　サザン店　　　　　　　　　
東京都 オリオン書房　ノルテ店　　　　　　　　　
東京都 オリオン書房　秋津店　　　　　　　　　　
東京都 くまざわ書店　調布店
東京都 くまざわ書店　蒲田店　　　　　　　　　　
東京都 くまざわ書店　錦糸町店　　　　　　　　　
東京都 くまざわ書店　桜ヶ丘店　　　　　　　　　
東京都 くまざわ書店　昭島店　　　　　　　　　　
東京都 くまざわ書店　西新井店　　　　　　　　　
東京都 くまざわ書店　西武池袋店　　　　　　　　
東京都 くまざわ書店　大泉学園店　　　　　　　　
東京都 くまざわ書店　池袋店　　　　　　　　　　
東京都 くまざわ書店　八王子店　　　　　　　　　
東京都 ジュンク堂書店　吉祥寺店　　　　　　　　
東京都 ジュンク堂書店　大泉学園店　　　　　　　
東京都 パルコブックセンター　吉祥寺店　　　　　
東京都 パルコブックセンター　調布店　　　　　　
東京都 ブックエキスプレス　アトレヴィ巣鴨店　　
東京都 ブックエキスプレス　エキュート上野店　
東京都 ブックエキスプレス　エキュート赤羽店　
東京都 ブックエキスプレス　エキュート品川サウス
東京都 ブックエキスプレス　グランスタ東京店　　
東京都 ブックエキスプレス　ディラ拝島店　　　
東京都 ブックエキスプレス　駒込店　　　　　　
東京都 ブックエキスプレス　秋葉原１号店　　　
東京都 ブックエキスプレス　渋谷店　　　　　　
東京都 ブックエキスプレス　新宿南口店　　　　
東京都 ブックエキスプレス　大崎店　　　　　　
東京都 ブックエキスプレス　東京駅京葉ストリート店
東京都 ブックス　王子　　　　　　　　　　　　　
東京都 ブックセンターよむよむ　ザモールみずほ店
東京都 ブックファースト　アトレ吉祥寺店　　　　
東京都 ブックファースト　アトレ吉祥寺東館店　　
東京都 ブックファースト　アトレ大森店　　　　　
東京都 ブックファースト　ルミネ新宿店　　　　
東京都 ブックファースト　ルミネ町田店　　　　　
東京都 ブックファースト　ルミネ北千住店　　　　
東京都 ブックファースト　レミィ五反田店　　　　
東京都 ブックファースト　自由が丘店　　　　　　
東京都 ブックファースト　新宿店　　　　　　　　
東京都 ブックファースト　大井町店　　　　　　　
東京都 ブックファースト　二子玉川店　　　　　　
東京都 ブックファースト　練馬店　　　　　　　　
東京都 ブックファースト　六本木店　　　　
東京都 ブックファ－スト　高田馬場店　　　　
東京都 リブロ　ウイング新橋店　　　　　　　　　
東京都 リブロ　エキュート日暮里店　　　　　　　
東京都 リブロ　エミオ富士見台店　　　　　　　　
東京都 リブロ　花小金井店　　　　　　　　　　　
東京都 リブロ　光が丘店　　　　　　　　　　　　



東京都 リブロ　国領店　　　　　　　　　　　　　
東京都 リブロ　浅草店　　　　　　　　　　　　　
東京都 リブロ　大泉店　　　　　　　　　　　　　
東京都 リブロ　田無店　　　　　　　　　　　　　
東京都 リブロ　福生店　　　　　　　　　　　　　
東京都 丸善　多摩センター店　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　吉祥寺店
東京都 啓文堂書店　つつじヶ丘店　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　永山店　　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　永福町店　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　荻窪店　　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　下高井戸店　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　久我山店　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　高幡店　　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　高尾店　　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　狛江店　　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　桜上水店　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　笹塚店　　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　三鷹店　　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　渋谷店　　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　仙川店　　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　多摩センタ－店　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　鶴川店　　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　東府中店　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　南大沢店　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　八幡山店　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　府中店　　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　武蔵野台店　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　北野店　　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　明大前店　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　中河原店　　　　　　　　　　　
東京都 啓文堂書店　豊田店　　　　　　　　　　　　
東京都 書泉芳林堂書店　高田馬場店　　　　　　　
東京都 東武ブックス　サミット王子店　　　　　　
東京都 東武ブックス　ビーンズ赤羽店　　　　　　
東京都 東武ブックス　篠崎駅前店　　　　　　　　
東京都 東武ブックス　上板橋店　　　　　　　　　
東京都 東武ブックス　成増店　　　　　　　　　　
東京都 東武ブックス　西新井店　　　　　　　　　
東京都 東武ブックス　池袋北店　　　　　　　　　
東京都 東武ブックス　梅島店　　　　　　　　　　
東京都 東武ブックス　北千住中央店　　　　　　　
東京都 東武ブックス　北千住南店　　　　　　　　
東京都 東武ブックス　北千住北店　　　　　　　　
東京都 有隣堂　アトレ亀戸店　　　　　　　　　　
東京都 有隣堂　アトレ恵比寿店　　　　　　　　　
東京都 有隣堂　アトレ大井町店　　　　　　　　　
東京都 有隣堂　アトレ目黒店　　　　　　　　　　
東京都 有隣堂　グランデュオ蒲田店　　　　　　　
東京都 有隣堂　シャポー小岩店　　　　　　　　　
東京都 有隣堂　セレオ八王子店　　　　　　　　　
東京都 有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店　　　　　　
東京都 有隣堂　ららぽーと立川立飛店　　　　　　
東京都 有隣堂　錦糸町テルミナ店　　　　　　　　
東京都 有隣堂　町田モディ店　　　　　　　　　　
東京都 廣文館　イトーヨーカドー曳舟店　　　　　
神奈川県 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店　　　　　
神奈川県 紀伊國屋書店　横浜みなとみらい店　　　　
神奈川県 紀伊國屋書店　横浜店　　　　　　　　　　



神奈川県 紀伊國屋書店　相模原伊勢丹店　　　　　　
神奈川県 紀伊國屋書店　武蔵小杉店　　　　　　　　
神奈川県 三省堂書店　海老名店　　　　　　　　　　
神奈川県 三省堂書店　小田原店　　　　　　　　　　
神奈川県 三省堂書店　新横浜店　　　　　　　　　　
神奈川県 カルチャーエージェント文教堂みなとみらい駅店
神奈川県 カルチャーエージェント文教堂江田駅店
神奈川県 カルチャーエージェント文教堂溝口南口店
神奈川県 文教堂三枚町店
神奈川県 文教堂鶴ヶ峰店
神奈川県 文教堂４１２店
神奈川県 文教堂LIVINよこすか店
神奈川県 文教堂あざみ野東急店
神奈川県 文教堂厚木毛利台店
神奈川県 文教堂海老名杉久保店
神奈川県 文教堂相模原富士見町店
神奈川県 文教堂すすき野とうきゅう店
神奈川県 文教堂ひばりが丘店
神奈川県 文教堂保土ヶ谷駅ビル店
神奈川県 文教堂綾瀬上土棚店
神奈川県 文教堂伊勢原店
神奈川県 文教堂栄上郷店
神奈川県 文教堂横須賀MORE’S店
神奈川県 文教堂横浜北山田店
神奈川県 文教堂梶ヶ谷店
神奈川県 文教堂鎌倉とうきゅう店
神奈川県 文教堂鎌倉台店
神奈川県 文教堂鎌倉店
神奈川県 文教堂茅ヶ崎円蔵店
神奈川県 文教堂桂台店
神奈川県 文教堂向ヶ丘駅前店
神奈川県 文教堂溝ノ口駅前店
神奈川県 文教堂溝ノ口本店
神奈川県 文教堂渋沢駅前店
神奈川県 文教堂小田原店
神奈川県 文教堂湘南とうきゅう店
神奈川県 文教堂上白根店
神奈川県 文教堂城山店
神奈川県 文教堂新城駅店
神奈川県 文教堂新城店
神奈川県 文教堂秦野駅店
神奈川県 文教堂杉田とうきゅう店
神奈川県 文教堂星ケ丘店
神奈川県 文教堂相武台前南口店
神奈川県 文教堂相模台店
神奈川県 文教堂大磯国府店
神奈川県 文教堂大船モール店
神奈川県 文教堂中央林間店
神奈川県 文教堂中山とうきゅう店
神奈川県 文教堂登戸駅店
神奈川県 文教堂南橋本店
神奈川県 文教堂入谷店
神奈川県 文教堂平塚駅店
神奈川県 文教堂平塚店
神奈川県 文教堂葉山店
神奈川県 文教堂立場店
神奈川県 井上ミナール店
神奈川県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　橋本店　　　　　　　　
神奈川県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店　　　　　　　　



神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　横浜みなとみらい店
神奈川県 くまざわ書店　さぎ沼店　　　　　　　　　
神奈川県 くまざわ書店　久里浜店　　　　　　　　　
神奈川県 くまざわ書店　三ツ境店　　　　　　　　　
神奈川県 くまざわ書店　相模原店　　　　　　　　　
神奈川県 くまざわ書店　相模大野店　　　　　　　　
神奈川県 くまざわ書店　鶴見店　　　　　　　　　　
神奈川県 ブックエキスプレス　アトレ大船店　　　　
神奈川県 ブックエキスプレス　シァル桜木町店　　　
神奈川県 ブックエキスプレス　リエール　藤沢店　
神奈川県 ブックエキスプレス　横浜南口店　　　　　
神奈川県 ブックスキタミ　港南台店　　　　　　　　　　　　
神奈川県 ブックスキタミ　山手台店　　　　　　　
神奈川県 ブックセンタ－　よむよむ　原当麻駅前店　
神奈川県 ブックファースト　あおい川崎駅前店　　　　　
神奈川県 ブックファースト　ボーノ相模大野店　　　
神奈川県 ブックファースト　モザイクモール港北店　
神奈川県 ブックファースト　横浜西口店　　　　　　
神奈川県 ブックファースト　青葉台店　　　　　　　
神奈川県 よむよむ　仲町台店　　　　　　　　　　　
神奈川県 リブロ　シァルプラット東神奈川店　　　　　　　　　　　
神奈川県 リブロ　横浜ジョイナス店　　　　　　　　
神奈川県 リブロ　港北東急ＳＣ店　　　　　　　　　
神奈川県 リブロ　東戸塚店　　　　　　　　　　　　
神奈川県 啓文堂書店　稲田堤店　　　　　　　　　　
神奈川県 啓文堂書店　小田急相模原店　　　　　　　
神奈川県 住吉書房宮崎台駅前店　　　　　　　　　　
神奈川県 住吉書房元住吉店　　　　　　　　　　　　
神奈川県 住吉書房市が尾店　　　　　　　　　　　　
神奈川県 住吉書房新丸子店　　　　　　　　　　　　
神奈川県 住吉書房新杉田店　　　　　　　　　　　　
神奈川県 住吉書房東戸塚店　　　　　　　　　　　　
神奈川県 住吉書房武蔵中原店　　　　　　　　　　　
神奈川県 住吉書房保土ヶ谷店　　　　　　　　　　　
神奈川県 書泉芳林堂書店　関内店　　　　　　　　　
神奈川県 有隣堂　本店
神奈川県 有隣堂　センタ－南駅店　　　　　　　　　
神奈川県 有隣堂　たまプラーザテラス店　　　　　　
神奈川県 有隣堂　テラスモール湘南店　　　　　　　
神奈川県 有隣堂　トレアージュ白旗店　　　　　　　
神奈川県 有隣堂　トレッサ横浜店　　　　　　　　　
神奈川県 有隣堂　ミウィ橋本店　　　　　　　　　　
神奈川県 有隣堂　ラスカ小田原店　　　　　　　　　
神奈川県 有隣堂　ららぽーと海老名店　　　　　　　
神奈川県 有隣堂　ららぽーと湘南平塚店　　　　　　
神奈川県 有隣堂　ルミネ横浜店　　　　　　　　　　
神奈川県 有隣堂　横浜駅西口店　　　　　　　　　　
神奈川県 有隣堂　戸塚モディ店　　　　　　　　　　
神奈川県 有隣堂　戸塚地下売店　　　　　　　　　　
神奈川県 有隣堂　厚木店　　　　　　　　　　　　　
神奈川県 有隣堂　新百合ヶ丘エルミロ－ド店　　　　
神奈川県 有隣堂　長津田店　　　　　　　　　　　　
神奈川県 有隣堂　東急プラザ戸塚店　　　　　　　　
神奈川県 有隣堂　藤沢店　　　　　　　　　　　　　
神奈川県 有隣堂　武蔵小杉東急スクエア店　　　　　
神奈川県 有隣堂　淵野辺店　　　　　　　　　　　　
新潟県 紀伊國屋書店　新潟店　　　　　　　　　　
新潟県 文教堂新井店
新潟県 ジュンク堂書店　新潟店　　　　　　　　　



山梨県 くまざわ書店　双葉店　　　　　　　　　　
山梨県 ジュンク堂書店　岡島甲府店　　　　　　　
山梨県 ブックセンターよむよむ　新敷島店　　　　
山梨県 よむよむ　イッツモア双葉店　　　　　　　
山梨県 よむよむ　フレスポ甲府東店　　　　　　　
山梨県 よむよむ　増坪店　　　　　　　　　　　　
山梨県 戸田書店　山梨中央店　　　　　　　　　　
長野県 丸善　松本店　　　　　　　　　
富山県 紀伊國屋書店　富山店　　　　　　　　　　
石川県 紀伊國屋書店　金沢大和店　　　　　　　　
福井県 紀伊國屋書店　福井店　　　　　　　　　　
福井県 三洋堂書店小浜店　　　　　　　　　　　　
福井県 山田書店　　　　　　　　　　　　　　　　
福井県 山田書店　芝原館　　　　　　　　　　　　
岐阜県 三省堂書店　岐阜店　　　　　　　　　　　
岐阜県 三省堂書店　大垣店　　　　　　　　　　　
岐阜県 好屋書店　鵜沼店
岐阜県 三洋堂書店芥見店　　　　　　　　　　　
岐阜県 三洋堂書店せき東店　　　　　　　　　　　
岐阜県 三洋堂書店みのかも店　　　　　　　　　　
岐阜県 三洋堂書店下恵土店　　　　　　　　　　　
岐阜県 三洋堂書店各務原店　　　　　　　　　　　
岐阜県 三洋堂書店高山バロー店　　　　　　　　　
岐阜県 三洋堂書店高富店　　　　　　　　　　　　
岐阜県 三洋堂書店市橋店　　　　　　　　　　　　
岐阜県 三洋堂書店新関店　　　　　　　　　　　　
岐阜県 三洋堂書店瑞浪中央店　　　　　　　　　　
岐阜県 三洋堂書店中つ川店　　　　　　　　　　　
岐阜県 三洋堂書店長良店　　　　　　　　　　　　
岐阜県 三洋堂書店穂積店　　　　　　　　　　　　
岐阜県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店　　　　　　　　
岐阜県 くまざわ書店　柳津店　　　　　　　　　　
岐阜県 丸善　岐阜店　　　　　　　　　　　　　　
静岡県 文教堂大仁店
静岡県 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店
静岡県 吉見書店長田店
静岡県 宮脇書店　新磐田浅羽店　　　　　　　　　
静岡県 戸田書店　リブレ菊川店　　　　　　　　　
静岡県 戸田書店　掛川西郷店　　　　　　　　　　
静岡県 戸田書店　御殿場店　　　　　　　　　　　
静岡県 戸田書店　静岡本店　　　　　　　　
静岡県 戸田書店　藤枝東店　　　　　　　　　　　
静岡県 戸田書店　富士宮店　　　　　　　　　　　
静岡県 戸田書店　富士店　　　　　　　　　　　　　
静岡県 大垣書店　イオンモール富士宮店
愛知県 紀伊國屋書店　名古屋空港店　　　　　　　
愛知県 三省堂書店　名古屋本店　　　　　　　　　
愛知県 三省堂書店　一宮店　　　　　　　　　　　
愛知県 三省堂書店　名古屋高島屋店　　　　　　　
愛知県 文教堂弥富店
愛知県 くまざわ書店　稲沢店　　　　　　　　　　
愛知県 くまざわ書店　長久手店　　　　　　　　　
愛知県 ジュンク堂書店　ロフト名古屋店　　　　　
愛知県 ジュンク堂書店　名古屋店　　　　　　　　
愛知県 丸善　名古屋本店　　　　　　　
愛知県 まんか書店桜方店
愛知県 三洋堂書店城山店　　　　　　　　　　　
愛知県 三洋堂書店よもぎ店　　　　　　　　　　　
愛知県 三洋堂書店乙川店　　　　　　　　　　　　



愛知県 三洋堂書店香久山店　　　　　　　　　　　
愛知県 三洋堂書店高浜店　　　　　　　　　　　　
愛知県 三洋堂書店志段味店　　　　　　　　　　　
愛知県 三洋堂書店新開橋店　　　　　　　　　　　
愛知県 三洋堂書店西尾店　　　　　　　　　　　　
愛知県 三洋堂書店大田川店　　　　　　　　　　　
愛知県 三洋堂書店中野橋店　　　　　　　　　　　
愛知県 三洋堂書店鳥居松店　　　　　　　　　　　
愛知県 三洋堂書店梅坪店　　　　　　　　　　　　
愛知県 三洋堂書店半田店　　　　　　　　　　　　
愛知県 同盟書林　ピアゴ武豊店　　　　　　　　　
愛知県 星野書店　近鉄パッセ店
三重県 三洋堂書店星川店　　　　　　　　　　　　
三重県 三洋堂書店生桑店　　　　　　　　　　　　
三重県 三洋堂書店白塚店　　　　　　　　　　　　
三重県 三洋堂書店富田店　　　　　　　　　　　　
三重県 三洋堂書店北勢店　　　　　　　　　　　　
三重県 三洋堂書店名張店　　　　　　　　　　　　
三重県 別所書店　津駅店　　　　　　　　　　　　
滋賀県 三洋堂書店近江八幡店　　　　　　　　　　
滋賀県 三洋堂書店豊さと店　　　　　　　　　　　
滋賀県 大垣書店　フォレオ大津一里山店
京都府 三省堂書店　京都駅店　　　　　　　　　　
京都府 くまざわ書店　京都駅ポルタ店　　　　　　
京都府 くまざわ書店　桃山店　　　　　　　　　　
京都府 ジュンク堂書店　京都店　　　　　　　　　
京都府 ブックファースト　ミュー阪急桂店　　　　
京都府 ブックファースト　京都店　　　　　　　　
京都府 ブックファースト　四条大宮店　　　　　　
京都府 ブックファ－スト　西院店　　　　　　
京都府 丸善　京都本店　　　　　　　　　　　　　
京都府 大垣書店　イオンモールKYOTO店
京都府 大垣書店　イオンモール京都桂川店
京都府 大垣書店　イオンモール京都五条店
京都府 大垣書店　ビブレ店
京都府 大垣書店　烏丸三条店
京都府 大垣書店　京都ヨドバシ店
京都府 大垣書店　四条店
京都府 大垣書店　二条駅店
大阪府 紀伊國屋書店　グランドビル店　　　　　　
大阪府 紀伊國屋書店　グランフロント大阪店　　　
大阪府 紀伊國屋書店　京橋店　　　　　　　　　　
大阪府 紀伊國屋書店　高槻店　　　　　　　　　　
大阪府 紀伊國屋書店　堺北花田店　　　　　　　　
大阪府 紀伊國屋書店　泉北店　　　　　　　　　　
大阪府 紀伊國屋書店　梅田本店　　　　　　　　　
大阪府 紀伊國屋書店　本町店　　　　　　　　　　
大阪府 コジマ×ビックカメラブックス文教堂茨木店
大阪府 文教堂住道店(ブックストア談) 
大阪府 文教堂中之島フェスティバルプラザ店
大阪府 文教堂淀屋橋店
大阪府 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　すみのどう店　　　　　
大阪府 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店　
大阪府 木下ブックセンターサンクスみのお店
大阪府 くまざわ書店　阿倍野店　　　　　　　　　
大阪府 くまざわ書店　天王寺店　　　　　　　　　
大阪府 ジュンク堂書店　大阪本店　　　　　　　　
大阪府 ジュンク堂書店　天満橋店　　　　　　　　
大阪府 ジュンク堂書店　梅田ヒルトンプラザ店　　



大阪府 好屋書店　泉ヶ丘店
大阪府 好屋書店　弥刀店
大阪府 好屋書店　南花台店
大阪府 ブックファースト　クリスタ長堀店　　　　
大阪府 ブックファースト　デュー阪急山田店　　　
大阪府 ブックファースト　なんばウォーク店　　　
大阪府 ブックファースト　蛍池店　　　　　　　　
大阪府 ブックファースト　三国店　　　　　　　　
大阪府 ブックファースト　曽根店　　　　　　　　
大阪府 ブックファースト　池田店　　　　　　　　
大阪府 ブックファースト　茶屋町口店　　　　　　
大阪府 ブックファースト　梅田２階店　　　　　　
大阪府 ブックファースト　梅田３階店　　　　　　
大阪府 ブックファースト　豊中店　　　　　　　　
大阪府 ブックファースト　野田アプラ店　　　　　
大阪府 リブロ　イオンモール鶴見店　　　　　　　
大阪府 リブロ　なんばウォーク店　　　　　　　　
大阪府 リブロ　江坂店　　　　　　　　　　　　　
大阪府 リブロ　新大阪店　　　　　　　　　　　　
大阪府 丸善　高島屋大阪店　　　　　　　　　　　
大阪府 好屋書店　徳庵店　　　　　　　　　　　　
大阪府 好屋書店　放出店　　　　　　　　　　　　
大阪府 大垣書店　高槻店
大阪府 田村書店　イオンSENRITO店　　　　　　　　　　
大阪府 田村書店　ららぽーと和泉店　　　　　　　
大阪府 田村書店　上新庄店　　　　　　　　　　　　
大阪府 田村書店　吹田さんくす店　　　　　　　　
大阪府 田村書店　西九条店　　　　　　　　　　　
大阪府 田村書店　千里丘店　　　　　　　　　　　
大阪府 田村書店　千里中央店　　　　　　　　　　
大阪府 田村書店　南茨木店　　　　　　　　　　　
大阪府 田村書店　南千里店　　　　　　　　　　　
大阪府 田村書店　富田店　　　　　　　　　　　　
大阪府 田村書店　緑地店　　　　　　　　　　　　
兵庫県 紀伊國屋書店　加古川店　　　　　　　　　
兵庫県 紀伊國屋書店　神戸店　　　　　　　　　　
兵庫県 紀伊國屋書店　西神店　　　　　　　　　　
兵庫県 紀伊國屋書店　川西店　　　　　　　　　　
兵庫県 くまざわ書店　あまがさき店　　　　　　　
兵庫県 くまざわ書店　明石西二見店　　　　　　　
兵庫県 ジュンク堂書店　三宮駅前店　　　　　　　
兵庫県 ジュンク堂書店　三宮店　　　　　　　　　
兵庫県 ジュンク堂書店　神戸住吉店　　　　　　　
兵庫県 ジュンク堂書店　西宮店　　　　　　　　　
兵庫県 ジュンク堂書店　姫路店　　　　　　　　　
兵庫県 ジュンク堂書店　舞子店　　　　　　　　　　　
兵庫県 ジュンク堂書店　明石店　　　　　　　　　
兵庫県 ブックファースト　エビスタ西宮店　　　　
兵庫県 ブックファースト　阪急西宮ガーデンズ店　
兵庫県 ブックファースト　阪神尼崎店　　　　　　
兵庫県 ブックファースト　西宮店　　　　　　　　
兵庫県 ブックファースト　川西店　　　　　　　　
兵庫県 ブックファースト　宝塚店　　　　　　　　
兵庫県 ブックファースト　六甲店　　　　　　　　
兵庫県 リブロ　西明石店　　　　　　　　　　　　
兵庫県 リブロ　明石店　　　　　　　　　　　　　
兵庫県 宮脇書店　姫路店　　　　　　
兵庫県 大垣書店　神戸ハーバーランドumie店
兵庫県 田村書店　伊川谷店　　　　　　　　　　　



兵庫県 田村書店　川西店　　　　　　　　　　　　
兵庫県 田村書店　猪名川店　　　　　　　　　　　
兵庫県 田村書店　武庫之荘北店　　　　　　　　　
奈良県 三洋堂書店香芝店　　　　　　　　　　　　
奈良県 三洋堂書店平群店　　　　　　　　　　　　
和歌山県 くまざわ書店　和歌山ＭＩＯ店　　　　　　
鳥取県 今井書店米子しんまち天満屋店
鳥取県 本の学校今井ブックセンター
鳥取県 今井書店アプト店
鳥取県 今井書店吉成店
鳥取県 今井書店境港店
鳥取県 今井書店錦町店
鳥取県 今井書店湖山店
鳥取県 今井書店倉吉パープルタウン店
鳥取県 今井書店倉吉店
鳥取県 今井書店田園町店
島根県 今井書店AREA
島根県 今井書店木次マルシェリーズ店
島根県 今井書店グループセンター店
島根県 今井書店プラ－ナ店
島根県 今井書店ゆめタウン出雲店
島根県 今井書店ゆめタウン浜田店
島根県 今井書店学園通店
島根県 今井書店出雲店
島根県 今井書店殿町店
岡山県 紀伊國屋書店　エブリイ津高店　　　　　　
岡山県 紀伊國屋書店　クレド岡山店　　　　　　　
岡山県 三省堂書店　岡山駅店　　　　　　　　　　
岡山県 本の森セルバさんすて岡山店
岡山県 廣文館　アリオ倉敷店　　　　　　　　　　
広島県 紀伊國屋書店　ゆめタウン広島店　　　　　
広島県 紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店　　　　
広島県 紀伊國屋書店　広島店　　　　　　　　　　
広島県 ジュンク堂書店　広島駅前店　　　　　　　
広島県 丸善　広島店　　　　　　　　　
広島県 廣文館　アルパークブックガーデン
広島県 廣文館　イオン高屋店
広島県 廣文館　サングリーン三次店
広島県 廣文館　サンリブ五日市店
広島県 廣文館　フジグラン広島店
広島県 廣文館　フジグラン高陽店
広島県 廣文館　フレスタ三次店
広島県 廣文館　金座街本店　　　　　　　　　　　
広島県 廣文館　呉駅ビル店
広島県 廣文館　広島駅ビル店　　　　　　　　　　
広島県 廣文館　三原宮浦店
広島県 廣文館　新幹線店
広島県 廣文館　福山駅ビル店　　　　　　　　　　
広島県 廣文館　緑井天満屋店
山口県 くまざわ書店　下関店　　　　　　　　　　
徳島県 紀伊國屋書店　ゆめタウン徳島店　　　　　
徳島県 紀伊國屋書店　徳島店　　　　　　　　　　
香川県 紀伊國屋書店　丸亀店　　　　　　　　　　
香川県 くまざわ書店　高松店　　　　　　　　　　
香川県 ジュンク堂書店　高松店　　　　　　　　　
香川県 宮脇書店　観音寺国道店
香川県 宮脇書店　新坂出店　　　　　　　　　　　
愛媛県 紀伊國屋書店　いよてつ高島屋店　　　　　
愛媛県 ジュンク堂書店　松山店　　　　　　　　　



福岡県 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店　　　　　
福岡県 紀伊國屋書店　久留米店　　　　　　　　　
福岡県 紀伊國屋書店　天神イムズ店　　　　　　　
福岡県 紀伊國屋書店　福岡本店　　　　　　　　　
福岡県 ACADEMIA　サンリブ小倉店
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　天神駅前福岡ビル店
福岡県 くまざわ書店　小倉店　　　　　　　　　　
福岡県 ジュンク堂書店　福岡店　　　　　　　　　
福岡県 リブロ　久留米店　　　　　　　　　　　　
福岡県 リブロ　春日店　　　　　　　　　　　　　
福岡県 リブロ　福岡天神店　　　　　　　　　　　
佐賀県 紀伊國屋書店　佐賀店　　　　　　　　　　
長崎県 紀伊國屋書店　長崎店　　　　　　　　　　
熊本県 紀伊國屋書店　熊本はません店　　　　　　
熊本県 紀伊國屋書店　熊本光の森店　　　　　　　
熊本県 蔦屋書店　嘉島
熊本県 蔦屋書店　熊本三年坂
大分県 紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店　　
大分県 紀伊國屋書店　大分店　　　　　　　　　　
大分県 リブロ　大分トキハ店　　　　　　　　　　
大分県 リブロ　大分わさだ店　　　　　　　　　　
大分県 リブロ　別府店　　　　　　　　　　　　　
宮崎県 蔦屋書店　宮崎高千穂通り
鹿児島県 紀伊國屋書店　鹿児島店　　　　　　　　　
鹿児島県 ジュンク堂書店　鹿児島店　　　　　　　　
鹿児島県 丸善　天文館店　　　　　　　　　　　　　
沖縄県 戸田書店　豊見城店　　　　　　　　　　　
沖縄県 リブロ　リウボウＢＣ店　　　　　　　　　
沖縄県 球陽堂書房　メインプレイス店　　　　　　


