
【取扱い店リスト】

都道府県 地区 書店名 書店名

神奈川県 川崎市高津区 文教堂 文教堂　本部
東京都 港区 文教堂 文教堂　広尾店
東京都 世田谷区 文教堂 文教堂　二子玉川店
東京都 港区 文教堂 文教堂　浜松町店
東京都 港区 文教堂 文教堂　赤坂店
東京都 北区 文教堂 文教堂　赤羽店
東京都 中央区 文教堂 文教堂　人形町店
埼玉県 さいたま市大宮区 リブロ リブロ　大宮店
東京都 武蔵野市 リブロ パルコブックセンター　吉祥寺店
東京都 調布市 リブロ リブロ　調布店
神奈川県 横浜市西区 リブロ リブロ　横浜相鉄ジョイナス店
神奈川県 横浜市戸塚区 リブロ リブロ　東戸塚店
愛知県 名古屋市中区 リブロ carlova360 NAGOYA
福岡県 福岡市中央区 リブロ リブロ　福岡天神店

東京都 新宿区 ブックファースト ブックファースト 新宿店
東京都 中央区 ブックファースト ブックファースト 銀座コア店
東京都 新宿区 ブックファースト ブックファースト ルミネ新宿店
東京都 渋谷区 ブックファースト ブックファースト 渋谷文化村通り店
東京都 武蔵野市 ブックファースト ブックファースト アトレ吉祥寺店
東京都 大田区 ブックファースト ブックファースト アトレ大森店
神奈川県 横浜市青葉区 ブックファースト ブックファースト 青葉台店
大阪府 大阪市北区 ブックファースト ブックファースト 梅田３階店
大阪府 大阪市北区 ブックファースト ブックファースト 梅田２階店
大阪府 大阪市中央区 ブックファースト ブックファースト なんばウォーク店
兵庫県 西宮市 ブックファースト ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店
兵庫県 西宮市 ブックファースト ブックファースト エビスタ西宮店
兵庫県 神戸市中央区 ブックファースト ブックファースト 三宮店
東京都 港区 ＴＳＵＴＡＹＡ 蔦屋　六本木店
東京都 港区 ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ　東京ミッドタウン店 
東京都 渋谷区 ＴＳＵＴＡＹＡ 代官山　蔦屋書店
神奈川県 横浜市西区 ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ　みなとみらい店
東京都 世田谷区 ＴＳＵＴＡＹＡ 二子玉川　蔦屋家電
東京都 渋谷区 青山ブックセンター 青山ブックセンター本店
東京都 千代田区 三省堂書店 三省堂書店　有楽町店
東京都 世田谷区 三省堂書店 三省堂書店　成城店
埼玉県 さいたま市大宮区 三省堂書店 三省堂書店　大宮店
愛知県 名古屋市中村区 三省堂書店 三省堂書店　名古屋高島屋店
千葉県 千葉市中央区 三省堂書店 三省堂書店　そごう千葉店
東京都 千代田区 三省堂書店 三省堂書店　神保町本店
東京都 墨田区 三省堂書店 三省堂書店　東京ソラマチ店
東京都 千代田区 三省堂書店 三省堂書店　東京駅一番街店
東京都 世田谷区 三省堂書店 三省堂書店　経堂店

東京都 豊島区 三省堂書店 三省堂書店　池袋本店
東京都 新宿区 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　新宿本店
大阪府 大阪市北区 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　梅田本店

東京都 渋谷区 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　新宿南店
福岡県 福岡市博多区 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　福岡本店
北海道 札幌市中央区 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　札幌本店
大阪府 大阪市北区 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　グランフロント大阪店

神奈川県 横浜市西区 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　横浜店

東京都 世田谷区 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　玉川高島屋店
新潟県 新潟市中央区 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　新潟店
埼玉県 さいたま市大宮区 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　さいたま新都心店
千葉県 流山市 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店流山おおたかの森店

東京都 江東区 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　ららぽーと豊洲店
宮城県 仙台市太白区 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　仙台店



愛知県 西春日井郡 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　名古屋空港店

大阪府 大阪市北区 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　グランドビル店
兵庫県 神戸市中央区 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　神戸店

大阪府 堺市北区 紀伊國屋書店 紀伊國屋書店　堺北花田店

東京都 千代田区 丸善ジュンク堂書店 丸善　丸の内本店２Ｆ

東京都 中央区 丸善ジュンク堂書店 丸善　日本橋店

千葉県 習志野市 丸善ジュンク堂書店 丸善　津田沼店

神奈川県 川崎市幸区 丸善ジュンク堂書店 丸善　ラゾーナ川崎店

埼玉県 さいたま市大宮区 丸善ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　大宮店

兵庫県 神戸市中央区 丸善ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　三宮店

福岡県 福岡市中央区 丸善ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　福岡店

東京都 武蔵野市 丸善ジュンク堂書店 ジュンク堂書店　吉祥寺店

東京都 渋谷区 丸善ジュンク堂書店 丸善＆ジュンク堂書店　渋谷店

静岡県 静岡市葵区 丸善ジュンク堂書店 Ｍ＆Ｊ　新静岡店

福岡県 福岡市博多区 丸善ジュンク堂書店 丸善　博多店

神奈川県 横浜市西区 有隣堂 有隣堂　横浜駅西口店

神奈川県 横浜市西区 有隣堂 有隣堂　ルミネ横浜店

神奈川県 横浜市青葉区 有隣堂 有隣堂　たまプラーザテラス店

東京都 大田区 有隣堂 有隣堂　ｸﾞﾗﾝﾃﾞュｵ蒲田店

東京都 品川区 有隣堂 有隣堂　アトレ目黒店

東京都 渋谷区 有隣堂 有隣堂　アトレ恵比寿店

千葉県 浦安市 有隣堂 有隣堂　アトレ新浦安店

東京都 千代田区 有隣堂 有隣堂　ﾖﾄﾞﾊﾞｼＡＫＩＢＡ店
京都府 京都市中京区 大垣書店 大垣書店　四条店
京都府 京都市中京区 大垣書店 大垣書店　烏丸三条店
京都府 京都市南区 大垣書店 大垣書店　イオンモールKYOTO店
東京都 渋谷区 八重洲ブックセンター 八重洲ブックセンター　恵比寿三越店
東京都 中央区 八重洲ブックセンター 八重洲ブックセンター　本店
東京都 杉並区 八重洲ブックセンター 八重洲ブックセンター　荻窪ルミネ店
京都府 京都市中京区 ふたば書房 ふたば書房　御池ゼスト店　
東京都 台東区 明正堂 明正堂　アトレ上野店


