
北海道 紀伊國屋書店  新札幌本店 〒060-0005 北海道札幌市中央区北５条西 5−７ ｓａｐｐｏｒｏ５５

丸善 ジュンク M&J書店 札幌店

〒060-0061 北海道札幌市中央区南１条西１丁目８ −２
 地下2階～4階 高桑ビル

TSUTAYA 江別蔦屋書店 〒067-0005 北海道江別市牧場町１４ −１
東光ストア 藤野店 〒061-2282 北海道札幌市南区藤野２条４丁目１ −２
函館蔦屋書店 〒041-0802 北海道函館市石川町 85番1号

ヴィレッジヴァンガード  札幌発寒店
〒063-0828 北海道札幌市西区発寒８条１２丁目１  
イオンモール札幌発寒  3F

ジュンク堂書店  旭川店 〒070-0031 北海道旭川市１条通 8−１０８ 4階 ～5階 フィール旭川

青森県 ジュンク堂書店  弘前中三店 (弘前店)〒036-8182 青森県弘前市土手町４９ −１ 中三百貨店  6F
宮城県 ヤマト屋書店TSUTAYA あけぼの店〒986-0862 宮城県石巻市あけぼの１丁目５ −３
福島県 スクラム 鏡石店 〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町桜岡 375-9
山形県 こまつ書店  鈴川店 〒990-0062 山形県山形市鈴川町３丁目１４ −１７

BSさんわ 〒992-0472 山形県南陽市宮内５９１ −４
神奈川県 有隣堂 横浜本店 〒231-8623 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町１丁目４ −１

有隣堂 アトレ川崎店 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２６ −１ アトレ川崎  4F
有隣堂 藤沢店 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢２ −１−１ 2・3・4・5F フジサワ名店ビル

蔦屋書店  海老名市立中央図書館 〒243-0438 神奈川県海老名市めぐみ町７ -番1号
有隣堂 横浜駅西口店 〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１丁目４  B1F
紀伊國屋書店  川崎店 〒210-0866 神奈川県川崎市川崎区小田栄２丁目２ −１ イトーヨーカドー川崎店  3階

東京都 丸善 丸の内本店 〒100-8203 東京都千代田区丸の内１丁目６ −４ 1階～4階 丸の内オアゾ

中目黒蔦屋書店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒１丁目２２ −１０
山下書店  大塚店 〒170-0004 東京都豊島区北大塚２丁目１４ −５
SHIBUYA TSUTAYA 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町２１ −６
丸善 ジュンク  M&J書店 渋谷店 〒150-8019 東京都渋谷区道玄坂２丁目２４ −１ 東急百貨店本店  ７階
紀伊國屋書店  新宿本店 〒163-8636 東京都新宿区新宿３丁目１７ −７
BOOKS ルー・エ 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目１４ −３
代官山蔦屋書店 〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町１７ −５
三省堂書店  西武池袋本店 〒171-0022 東京都豊島区南池袋１丁目２８ −１ 書籍館 地下1階～4階 別館 西武池袋本店

くまざわ書店  池袋店 〒171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目１１ −１ ルミネ池袋店6F
福家書店  新宿 サブナート店 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目２  新宿サブナード  1 号
ヴィレッジヴァンガード  ブルービート新宿  ルミネエスト店〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目３８ −１ ルミネエスト新宿  5F
ブックファースト  新宿店 〒160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目７ −３ モード学園  コクーンタワーB1/B2
ブックファースト  ルミネ新宿店 〒160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目１ −５ ルミネ新宿  ルミネ 1 6階
二子玉川蔦屋家電 〒158-0094 東京都世田谷区玉川１丁目  二子玉川ライズS.C.テラスマーケット  14番1号
ヴィレッジヴァンガード 二子玉川ライズ店〒158-0094 東京都世田谷区玉川２丁目２１ −１
紀伊國屋書店 大手町ビル店 〒100-0004 東京都千代田区大手町１丁目６ −１ 大手町ビル  1F
銀座蔦屋書店 〒104-0061 東京都中央区銀座６丁目１０ −１ SIX6階
HMV&BOOKS HIBIYA COTTAGE 〒100-0006 東京都千代田区有楽町１丁目２ −２ 日比谷シャンテ  3F
マルノウチリーディングスタイル 〒100-0004 東京都千代田区丸の内２丁目７ −２ ＫＩＴＴＥ ４F
TSUTAYA BOOK STORE 五反田店 〒141-0031 東京都品川区西五反田１丁目３１ −１
TSUTAYA 大崎駅前店 〒141-0032 東京都品川区大崎２丁目１０ −１
ブックファースト レミィ五反田店 〒141-0022 東京都品川区東五反田２丁目１ −２ 五反田東急スクエア  ７階
くまざわ書店 田町店 〒105-0023 東京都港区芝浦３丁目１ −２１ msb Tamachi 田町ステーションタワー S ４階
TSUTAYA 新橋店 〒105-0004 東京都港区新橋４丁目１１ −１ 地下１階～１階  A-PLACE新橋

明正堂 アトレ上野店 〒110-0015 東京都台東区東上野７丁目１ −１ アトレ上野

紀伊國屋書店 イトーヨーカドー木場店 〒135-0042 東京都江東区木場１丁目５ −３０ イトーヨーカドー木場店  2F
ブックファースト 六本木店 〒106-0032 東京都港区六本木６丁目１ −２４ ラピロス六本木  1階
Bookプラス カレッタ汐留店 〒105-0021 東京都港区東新橋１丁目８ −８ ２カレッタ汐留B1F
ジュンク堂書店 池袋店3F・9F 〒171-0022 東京都豊島区南池袋２丁目１５ −５
山下書店 綾瀬東口店 〒120-0005 東京都足立区綾瀬３丁目１ −３２
書泉 グランデ 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町１丁目３ −２
未来屋書店 日の出店 〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井 237番地3 イオンモール日の出  2F
リブロ 福生店 〒197-0021 東京都福生市東町５ −１ パート2 1F 西友福生店

リブロ浅草店 〒111-0032 東京都台東区浅草１丁目２５  ROX4F
ヴィレッジヴァンガード  下北沢店 〒155-0031 東京都世田谷区北沢２丁目１０ −１５ マルシェ下北沢１Ｆ

新タロー書房 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町２丁目２ −１
くまざわ書店  武蔵小金井北口店 〒184-0004 東京都小金井市本町５丁目１１ −２ MEGAドン・キホーテ武蔵小金井駅前店Ｂ１

旭屋書店  アトレヴィ大塚店 〒170-0005 東京都豊島区南大塚３丁目３３ −１ アトレヴィ大塚  4階
埼玉県 旭屋書店  新越谷店 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷１丁目 11−４ VARIE 3F

丸善 桶川店 〒363-0022 埼玉県桶川市若宮１丁目５ −２ 桶川マイン3階
書楽 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合２丁目３ −５ アルーサＢ館アルーサショッピングモール

T's Books 〒350-1124 埼玉県川越市新宿町１丁目１７ −１７−１
蔦屋坂戸店 〒350-0223 埼玉県坂戸市八幡１丁目３ −２１
スーパーブックス  yc vox ワカバウォーク店〒350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見１丁目１ −２ ワカバウォーク2階
浦和蔦屋書店 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂１丁目１６ −16番12号 アトレ浦和

ブックファースト ルミネ川越店 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町３９ −１９ ルミネ川越  ４階
千葉県 喜久屋書店  松戸店 〒271－0092 千葉県松戸市松戸 1307－1 ＫＩＴＥ ＭＩＴＥ ＭＡＴＳＵＤＯ  7Ｆ

柏の葉蔦屋書店 〒277-0871 千葉県柏市若柴２２７ −１



新潟県 ジュンク堂書店 新潟店 〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口１ −１ 1階・地下1階 (Junku.COM 併設) プラーカ1
山梨県 天真堂書店  塩山店 〒404-0036 山梨県甲州市塩山熊野８８ −１
静岡県 丸善 ジュンク  M&J 書店 新静岡店〒420-8508 静岡県静岡市葵区鷹匠１丁目１ −１ 新静岡セノバ  ５階

マルサン書店  サントムーン店 〒411-0902 静岡県駿東郡清水町玉川６１ −２
富山県 喜久屋書店  高岡店 〒933-0813 富山県高岡市下伏間江３８３

清明堂 マリエ店 〒930-0003 富山県富山市桜町１丁目１ −６１
文苑堂書店 小杉店 〒939-0332 富山県射水市橋下条赤田６街区１７

長野県 丸善 松本店 〒390-0815 長野県松本市深志１丁目３ −１１ 1階～2階 コングロM 地下

石川県 ビーンズ明文堂書店  金沢県庁前本店〒920-8203 石川県金沢市鞍月５丁目１５８

愛知県 草叢BOOKS 新守山店 〒463-0070 愛知県名古屋市守山区新守山２８３０  アピタ新守山店  2階
ジュンク堂書店  名古屋店 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅３丁目２５ −９ 堀内ビル  1階
精文館書店  二川店 〒441-3141 愛知県豊橋市大岩町北山 78−７
紀伊國屋書店  mozoワンダーシティ店〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町４０ −２ 店舗棟 4F

三重県 別所書店  イオン津店 〒514-0003 三重県津市桜橋３丁目４４６

コメリ書房  上野店 〒518-0825 三重県伊賀市小田町６９６ −１
コメリ書房  鈴鹿店 〒513-0853 三重県鈴鹿市末広南１丁目１ −１

奈良県 ジュンク堂書店 奈良店 〒631-0821 奈良県奈良市西大寺東町２丁目４ −１ ならファミリ  4階
喜久屋書店 奈良駅店 〒630-8122 奈良県奈良市三条本町１ −１１ ビエラ奈良  ２Ｆ

滋賀県 丸善 ジュンクM&J 書店 滋賀草津店 〒525-0032 滋賀県草津市大路１丁目１ −１ ガーデンシティ草津  地下１階

京都府 TSUTAYA 京都岡崎蔦屋書店 〒606-8342 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町１３  パークプラザ1階 ロームシアター京都

山科書店 ラクト店 〒607-8080 京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町９１

未来屋書店 高の原店 〒619-0223 京都府木津川市相楽台１丁目１ −１
大垣書店 亀岡店 〒621-0822 京都府亀岡市篠町野条上又１１ −１ アルプラザ亀岡  3F

大阪府 ジュンク堂  上本町店 〒543-8543 大阪府大阪市天王寺区上本町６丁目１ −５５ 近鉄百貨店  11階
ブックファースト  曽根店 〒561-0802 大阪府豊中市曽根東町３丁目１ −１ Tio阪急曽根  1階
ジュンク堂書店  難波店 〒556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２ −３ マルイト難波ビル  3階
エディオン 堺 インター店 〒593-8314 大阪府堺市西区太平寺７１１ −１
ジュンク堂 高槻店 〒569-8522 大阪府高槻市紺屋町２ −１ 松坂屋高槻店  4階
紀伊國屋書店 高槻店 〒569-1196 大阪府高槻市白梅町４ −１ 高槻阪急  5F
大垣書店 イオンモール堺鉄砲町店 〒590-0905 大阪府堺市堺区鉄砲町１ −番地 イオンモール堺鉄砲町 3F
田村書店 緑地店 〒561-0872 大阪府豊中市寺内２丁目４

リブロ イオンモール鶴見店 〒538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見４丁目１７ −１
ブックファースト  蛍池店 〒560-0033 大阪府豊中市螢池中町３丁目２ −１ 北館3階 ルシオーレ

ブックファースト  デュー阪急山田店〒565-0824 大阪府吹田市山田西４丁目１ −２ デュー阪急山田  2階
くまざわ書店  守口店 〒570-0038 大阪府守口市河原町８ −３ 京阪百貨店守口店  ７Ｆ
清風堂書店 〒530-0057 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名店街

紀伊國屋書店  泉北店 〒590-0115 大阪府堺市南区茶山台１丁３ −１ パンジョ  4F
未来屋書店  りんくう泉南店 〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜３ −１２ イオンモールりんくう泉南  2Ｆ
ジュンク堂書店  近鉄 あべのハルカス店〒545-8545 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１ −４３ あべのハルカス近鉄本店ウイング館 5・7F
リーディングスタイルあべの 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目２ −３０ Hoop６階

兵庫県 ジュンク堂書店  三宮店 〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目６ −１８
ジュンク堂書店 姫路店 〒670-0914 兵庫県姫路市豆腐町２２２  ピオレ姫路2 2F
ジュンク堂書店  住吉店 〒658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目２ −１ 住吉ターミナルビル  4階
ブックランドサンクス 宝塚ソリオ店 〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町２丁目１ −１
ジュンク堂書店  三宮駅前店 〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通６丁目１ −１５ サンシティビル  7
ジュンク堂書店  明石店 〒673-0891 兵庫県明石市大明石町１丁目６ −１ パピオスあかし  2階
流泉書房 〒655-0026 兵庫県神戸市垂水区陸ノ町１ −２−２
くまざわ書店  あまがさき店 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江１丁目３ −１ あまがさきキューズモール 3Ｆ
ジュンク堂書店  三宮駅前店 〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通６丁目１ −１５ サンシティビル  7
ブックキヨスク  尼崎店 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江１丁目１ −１

広島県 エディオン蔦屋家電 〒732-0822 広島県広島市南区松原町  EKICITY HIROSHIMA 1階-3階 3番1-1号
丸善 広島店 〒730-0021 広島県広島市中区胡町５ −２２ 7階 ～8階 天満屋八丁堀ビル

宮脇書店 ゆめタウン祇園店 〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原５丁目１９ −４４ ゆめタウン祇園店内

島根県 黒田文英堂 〒699-0502 島根県出雲市斐川町荘原３８４３

福岡県 丸善 博多店 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１ −１ JR博多シティ  ８Ｆ
ヴィレッジヴァンガード  イオンモール筑紫野店〒818-0042 福岡県筑紫野市立明寺４３４ −１
末来屋書店 大野城店 〒816-0935 福岡県大野城市錦町４丁目１ −１

沖縄県 ジュンク堂書店 那覇店 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志１丁目１９ −２９ 1階～3階 D-NAHA 地下


