
No. 書店名 都道府県
1 ＴＳＵＴＡＹＡ（一部店舗除く）
2 文教堂書店　新道店 北海道 札幌市東区
3 ジュンク堂書店　旭川店 北海道 旭川市
4 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　苫小牧店 北海道 苫小牧市
5 ブックスモア　青森中央店 青森県 青森市
6 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　十和田店 青森県 十和田市
7 ＪＯＹＭ　栄町店 青森県 三沢市
8 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つがる柏店 青森県 つがる市
9 さわや書店　フェザン店 岩手県 盛岡市
10 ジュンク堂書店　盛岡店 岩手県 盛岡市
11 東山堂　イオンモール盛岡南店 岩手県 盛岡市
12 エムズエクスポ盛岡店 岩手県 盛岡市
13 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　奥州水沢店 岩手県 奥州市
14 ヤマト屋書店　東仙台店 宮城県 仙台市宮城野区
15 みどり書房　福島南店 福島県 福島市
16 岩瀬書店　富久山店プラスゲオ 福島県 郡山市
17 ブックエース　内郷店 福島県 いわき市
18 ブックエース　上荒川店 福島県 いわき市
19 ヤマニ書房　イオンいわき店 福島県 いわき市
20 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　いわき鹿島店 福島県 いわき市
21 ブックエース　小名浜店 福島県 いわき市
22 ブックエース　植田店 福島県 いわき市
23 ブックエース　イオンモールいわき小名浜店 福島県 いわき市
24 みどり書房　白河店 福島県 白河市
25 ブックエース　茨城大学前店 茨城県 水戸市
26 ブックエース　見和店 茨城県 水戸市
27 ブックエース　酒門店 茨城県 水戸市
28 川又書店　県庁店 茨城県 水戸市
29 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店 茨城県 水戸市
30 川又書店　水戸駅プラムストリート店 茨城県 水戸市
31 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立中央店 茨城県 日立市
32 ブックエース　日立鮎川店 茨城県 日立市
33 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立田尻店 茨城県 日立市
34 ブックエース　総和店 茨城県 古河市
35 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　古河店 茨城県 古河市
36 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　石岡店 茨城県 石岡市
37 ブックエース　結城店 茨城県 結城市
38 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　龍ケ崎店 茨城県 龍ケ崎市
39 ブックエース　下妻店 茨城県 下妻市
40 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高萩店 茨城県 高萩市
41 Ｗｏｎｄｅｒ　Ｇｏｏ　北茨城店 茨城県 北茨城市
42 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ友部店 茨城県 笠間市
43 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店 茨城県 牛久市
44 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店 茨城県 つくば市
45 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば 茨城県 つくば市
46 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大穂店 茨城県 つくば市
47 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたちなか店 茨城県 ひたちなか市
48 ブックエース　勝田東石川店 茨城県 ひたちなか市
49 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店 茨城県 守谷市
50 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新常陸大宮店 茨城県 常陸大宮市
51 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新那珂店 茨城県 那珂市
52 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店 茨城県 筑西市
53 ブックエース　下館店 茨城県 筑西市
54 ブックエース　坂東店 茨城県 坂東市
55 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　江戸崎店 茨城県 稲敷市
56 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店 茨城県 稲敷市
57 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千代田店 茨城県 かすみがうら市
58 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店 茨城県 神栖市
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59 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鉾田店 茨城県 鉾田市
60 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ石下店 茨城県 結城郡石下町
61 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　境ＦｉＳＳ店 茨城県 猿島郡境町
62 喜久屋書店　宇都宮店 栃木県 宇都宮市
63 うさぎや　宇都宮テクノ店 栃木県 宇都宮市
64 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店 栃木県 足利市
65 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿沼店 栃木県 鹿沼市
66 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　小山店 栃木県 小山市
67 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ真岡店 栃木県 真岡市
68 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大田原店 栃木県 大田原市
69 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下野店 栃木県 下野市
70 紀伊國屋書店　前橋店 群馬県 前橋市
71 くまざわ書店　高崎店 群馬県 高崎市
72 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新高崎店 群馬県 高崎市
73 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市
74 戸田書店　沼田店 群馬県 沼田市
75 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　館林店 群馬県 館林市
76 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　藤岡店 群馬県 藤岡市
77 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富岡店 群馬県 富岡市
78 ブックデポ書楽 埼玉県 さいたま市中央区
79 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　本庄店 埼玉県 本庄市
80 リブロ　鴻巣店 埼玉県 鴻巣市
81 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　越谷店 埼玉県 越谷市
82 東京旭屋書店　新越谷店 埼玉県 越谷市
83 リブロ　ららぽーと富士見店 埼玉県 富士見市
84 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店 千葉県 茂原市
85 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東金店 千葉県 東金市
86 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　旭店 千葉県 旭市
87 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯＴＳＵＴＡＹＡ八千代店 千葉県 八千代市
88 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鎌ケ谷店 千葉県 鎌ケ谷市
89 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　八街店 千葉県 八街市
90 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千葉ニュータウン店 千葉県 印西市
91 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店 千葉県 富里市
92 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　成東店 千葉県 山武市
93 有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店 東京都 千代田区
94 書泉芳林堂書店　高田馬場店 東京都 新宿区
95 紀伊國屋書店　新宿本店Ｃ＆Ｄフォレスト 東京都 新宿区
96 明正堂　アトレ上野店 東京都 台東区
97 三省堂書店　成城店 東京都 世田谷区
98 東京旭屋書店　アトレヴィ大塚店 東京都 豊島区
99 くまざわ書店　池袋店 東京都 豊島区
100 三省堂書店　池袋本店　書籍館2Ｆ 東京都 豊島区
101 ブックファースト　ルミネ北千住店 東京都 足立区
102 オリオン書房　ルミネ立川店 東京都 立川市
103 啓文堂書店　吉祥寺店 東京都 武蔵野市
104 リブロ　国領店 東京都 調布市
105 ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店 東京都 多摩市
106 有隣堂　横浜駅西口コミック王国 神奈川県 横浜市西区
107 有隣堂　戸塚モディ店 神奈川県 横浜市戸塚区
108 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
109 有隣堂　アトレ川崎店 神奈川県 川崎市川崎区
110 丸善　ラゾーナ川崎店 神奈川県 川崎市幸区
111 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店 神奈川県 相模原市緑区
112 くまざわ書店　相模大野店 神奈川県 相模原市南区
113 文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店 神奈川県 横須賀市
114 スーパーブックス　住吉書房　久里浜店 神奈川県 横須賀市
115 有隣堂　藤沢店 神奈川県 藤沢市
116 石井商店 神奈川県 小田原市
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117 ブックポート２０３　大和店 神奈川県 大和市
118 三省堂書店　海老名店 神奈川県 海老名市
119 紀伊國屋書店　新潟店 新潟県 新潟市中央区
120 ＢＯＯＫＳなかだ　本店　コミックラボ 富山県 富山市
121 喜久屋書店　高岡店 富山県 高岡市
122 文苑堂書店　戸出店 富山県 高岡市
123 金沢ビーンズ明文堂 石川県 金沢市
124 きくざわ書店　ナッピィモール店 石川県 七尾市
125 北国書林　辰口店 石川県 能美市
126 Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ　ＷＡＳＳＥ店 福井県 福井市
127 文明堂書店　神明店 福井県 鯖江市
128 くまざわ書店　双葉店 山梨県 甲斐市
129 平安堂　長野店 長野県 長野市
130 平安堂　飯田店 長野県 飯田市
131 平安堂　須坂店 長野県 須坂市
132 谷島屋　マークイズ静岡店 静岡県 静岡市葵区
133 谷島屋　浜松本店 静岡県 浜松市中区
134 アマノ　有玉店 静岡県 浜松市東区
135 谷島屋　イオンモール浜松志都呂店 静岡県 浜松市西区
136 マルサン書店　駅北店 静岡県 沼津市
137 焼津谷島屋　登呂田店 静岡県 焼津市
138 戸田書店　藤枝東店 静岡県 藤枝市
139 三省堂書店　名古屋本店 愛知県 名古屋市中村区
140 星野書店　近鉄パッセ店 愛知県 名古屋市中村区
141 ジュンク堂書店　ロフト名古屋店 愛知県 名古屋市中区
142 ボナンザ書房　津島本店 愛知県 津島市
143 本の王国　メグリア藤岡店 愛知県 豊田市
144 本の王国　南安城店 愛知県 安城市
145 本の王国　知多イトーヨーカドー店 愛知県 知多市
146 アバンティブックセンター　南草津店 滋賀県 草津市
147 ジュンク堂書店　滋賀草津店 滋賀県 草津市
148 丸善　京都本店 京都府 京都市中京区
149 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店 京都府 京都市南区
150 宮脇書店　亀岡店 京都府 亀岡市
151 まるぜん書店　野田川店 京都府 与謝郡与謝野町
152 紀伊國屋書店　京橋店 大阪府 大阪市都島区
153 紀伊國屋書店　天王寺ミオ店 大阪府 大阪市天王寺区
154 ジュンク堂書店　難波店 大阪府 大阪市浪速区
155 ジュンク堂書店　大阪本店 大阪府 大阪市北区
156 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 大阪府 大阪市北区
157 紀伊國屋書店　梅田本店 大阪府 大阪市北区
158 紀伊國屋書店　グランフロント大阪店 大阪府 大阪市北区
159 ブックファースト　なんばウォーク店 大阪府 大阪市中央区
160 ジュンク堂書店　天満橋店 大阪府 大阪市中央区
161 紀伊國屋書店　泉北店 大阪府 堺市南区
162 ブックファースト　曽根店 大阪府 豊中市
163 ダイハン書房　高槻店 大阪府 高槻市
164 大垣書店　高槻店 大阪府 高槻市
165 紀伊國屋書店　高槻阪急店 大阪府 高槻市
166 田村書店　富田店 大阪府 高槻市
167 サンミュージック　ハイパーブックス茨木 大阪府 茨木市
168 平和書店　アル・プラザ茨木店 大阪府 茨木市
169 イズミヤ　八尾店アミーゴ 大阪府 八尾市
170 丸善　八尾アリオ店 大阪府 八尾市
171 メトロ書店　神戸御影店 兵庫県 神戸市東灘区
172 ジュンク堂書店　三宮駅前店 兵庫県 神戸市中央区
173 紀伊國屋書店　神戸阪急店 兵庫県 神戸市中央区
174 紀伊國屋書店　西神店 兵庫県 神戸市西区
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175 ジュンク堂書店　明石店 兵庫県 明石市
176 うかいや書店　龍野店 兵庫県 たつの市
177 ジュンク堂書店　奈良店 奈良県 奈良市
178 ジュンク堂書店　橿原店 奈良県 橿原市
179 紀伊國屋書店　エブリイ津高店 岡山県 岡山市北区
180 喜久屋書店　倉敷店 岡山県 倉敷市
181 紀伊國屋書店　ゆめタウン徳島店 徳島県 板野郡藍住町
182 宮脇書店　イオンモール今治新都市店 愛媛県 今治市
183 喜久屋書店　小倉南店 福岡県 北九州市小倉南区
184 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店 福岡県 福岡市東区
185 紀伊國屋書店　福岡本店 福岡県 福岡市博多区
186 ジュンク堂書店　福岡店 福岡県 福岡市中央区
187 福岡金文堂　行橋店 福岡県 行橋市
188 明林堂書店　ゆめタウン別府店 大分県 別府市
189 田中書店　妻ヶ丘本店 宮崎県 都城市
190 紀伊國屋書店　鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市
191 ブックスミスミオプシア 鹿児島県 鹿児島市
192 宮脇書店　大山店 沖縄県 宜野湾市
193 宮脇書店　北谷店 沖縄県 中頭郡北谷町


