
※店舗により品切れの場合がございます。

くまざわ書店	  函館店 紀伊國屋	  ⼩小樽店
くまざわ書店	  函館ポールスター店 紀伊國屋	  厚別店
くまざわ書店	  アリオ札幌店 紀伊國屋	  千歳店
くまざわ書店	  釧路路店 紀伊國屋書店	  オーロラタウン店
くまざわ書店	  中標津店 ジュンク堂書店	  旭川店
くまざわ書店	  旭川店 三省省省省堂書店	  札幌店
喜久屋書店	  帯広店 MARUZEN＆ジュンク堂書店	  札幌店
喜久屋書店	  ⼩小樽店 宮脇書店	  帯広店
喜久屋書店	  BOOKJAMすみよし店 ⽂文教堂	  桔梗店
喜久屋書店	  BOOKJAM岩⾒見見沢店 クラーク書店	  中央店
i･BOOK	  イトーヨーカドー福住店 東光ストア	  SC藤野店
i･BOOK	  イトーヨーカドー恵庭店 ふきのとう書房	  平岸店
i･BOOK	  イトーヨーカドー屯⽥田店 BOOKS	  HIROSE	  イオン店
札幌弘栄堂書店	  北北郷店 留留萌ブックセンター
札幌弘栄堂書店	  北北広島店

くまざわ書店	  五所川原店 伊吉書院	  ⻄西店
くまざわ書店	  弘前店 伊吉書院	  類家店
本のよしのや	  ラ･セラ東バイパス店 ⾦金金⼊入下⽥田店

東⼭山堂 松⽥田書店
東⼭山堂	  北北上店 松⽥田書店	  ⼤大鐘店
東⼭山堂	  三ッ割店 松⽥田書店	  北北⽥田店
東⼭山堂	  イオンモール前潟盛岡店 松⽥田書店	  ⾦金金ヶ崎店
東⼭山堂	  川徳店 宮脇書店	  久慈店
東⼭山堂	  都南店 ⼀一⾴頁堂書店
東⼭山堂	  イオンモール盛岡南店 ⼩小原書店
BOOKS銀河 ⼩小成書籍部
BOOKSこなり アイックス

トミカ	  御前コレクション＆武将コレクション
取り扱い書店	  リスト

北北海道

⻘青森県

岩⼿手県



※店舗により品切れの場合がございます。

ブックスなにわ	  古川店 中江ブックセンター
ブックスなにわ	  多賀城店 協裕堂ブックセンター
ブックスなにわ	  仙台泉店 宮脇書店	  気仙沼本郷店
紀伊國屋書店	  仙台店 ヤマト屋書店	  中⾥里里店
くまざわ書店	  エスパル仙台店 よしのや	  仙台愛⼦子店

BOOKS・アルファ ブックスアルファ	  鷹巣店
BOOKSアルファ	  能代店 加賀⾕谷⾕谷書店	  茨島店
BOOKSアルファ	  ⿅鹿鹿⾓角店 ブックスなまはげ

こまつ書店	  寿町本店 宮脇書店	  ヨークタウン成沢店
こまつ書店	  ⻄西⽥田店 宮脇書店	  清⽔水屋店
こまつ書店	  桜⽥田店 宮脇書店	  天童店
こまつ書店	  鈴鈴川店 BOOKS	  IZMO店
こまつ書店	  堀川町店 さんわプラザ店
こまつ書店	  東根店 船⼭山書店	  
くまざわ書店	  ⼭山形店 ブックスパル

ヤマニ書房	  イオンいわき店 岩瀬書店	  会津若若松駅前店
ヤマニ書房	  ヨーカドー店 岩瀬書店	  ヨークベニマル福島⻄西店
ヤマニ書房	  エブリア店 岩瀬書店	  富久⼭山店
ヤマニ書房	  本店 岩瀬書店	  福島駅⻄西⼝口店
ヤマニ書房	  泉店 岩瀬書店	  中合店
ヤマニ書房	  湯本店 岩瀬書店	  鎌⽥田店
ヤマニ書房	  ラトブ店 岩瀬書店	  ⼋八⽊木⽥田店
宮脇書店	  ヨークタウン野⽥田店 いけだ書店	  福島店
宮脇書店	  喜多⽅方店 コオリヤマ書店	  須賀川⻄西店
くまざわ書店	  須賀川店 ブックスなにわ	  会津若若松本店
⽂文教堂	  新⽩白河店 コオリヤマ書店	  ⻄西ノ内店
BOOKSパレット カネサン書店	  岩⽥田店
BOOKS	  フジ おおうち書店

宮城県

秋⽥田県

⼭山形県

福島県



※店舗により品切れの場合がございます。

くまざわ書店	  取⼿手店 オークスブックセンター	  つくばアッセ店
ACADEMIA	  イーアスつくば店 NET21BTベル⽔水海道店
三洋堂書店	  ⽯石岡店 むさしの書房

くまざわ書店	  ⾜足利利コムファースト店 サンライズ	  御幸ヶ原店
くまざわ書店	  アピタ宇都宮店 サンライズ	  ⽚片柳柳店
くまざわ書店	  宇都宮インターパーク店 サンライズ	  ⾼高根沢店
くまざわ書店	  アシコタウン店 ⼋八重洲ブックセンター	  宇都宮パセオ店
くまざわ書店	  宇都宮店 森百貨店
⽂文真堂	  葉葉⿅鹿鹿店 BOOKSオオイデ
⽂文真堂	  ⾜足利利助⼾戸店 岩下1F
⽂文真堂	  佐野店

⽂文真堂	  ⼩小桑原店 ⽂文真堂	  阿左美店
⽂文真堂	  上原店 ⽂文真堂	  上中居店
⽂文真堂	  安中店 ⽂文真堂	  上並榎店
⽂文真堂	  ⼩小出店 ⽂文真堂	  相⽣生店
⽂文真堂	  新井店 ⽂文真堂	  広沢店
⽂文真堂	  ⽚片⾙貝店 ⽂文真堂	  群⾺馬町店
⽂文真堂	  ⼀一の宮店 ⽂文真堂	  原町店
⽂文真堂	  倉賀野店 ⽂文真堂書店	  連取本町店
⽂文真堂	  ⼤大胡店 くまざわ書店	  ⾼高崎店
⽂文真堂	  ⼤大泉店 くまざわ書店	  伊勢崎店
⽂文真堂	  境店 ブックマンズアカデミー	  太⽥田店
⽂文真堂	  ⼤大間々店 ブックマンズアカデミー	  前橋店
⽂文真堂	  関根店 ブックマンズアカデミー	  ⾼高崎店
⽂文真堂	  吉井店 ナカムラヤ	  ニコモール店
⽂文真堂	  渋川中央店 藤岡⼾戸⽥田書店

旭屋書店	  イオンモール浦和美園店 ブックマルシェ	  アリオ深⾕谷店
旭屋書店	  新越⾕谷店 ブックマルシェ	  上尾店
旭屋書店	  志⽊木店 BOOKSアイ	  新⽥田エキナカ店
旭屋書店	  アリオ上尾店 BOOKSアイ	  蒲⽣生エキナカ店

茨城県

栃⽊木県

群⾺馬県

埼⽟玉県



※店舗により品切れの場合がございます。

くまざわ書店	  久喜店 ⽂文真堂書店	  ホームズ草加舎⼈人店
くまざわ書店	  アズセカンド店 ブックファースト	  ルミネ⼤大宮店
くまざわ書店	  上福岡東店 ブックファースト	  ルミネ川越店
くまざわ書店	  川⼝口店 紀伊國屋書店	  そごう川⼝口店
くまざわ書店	  和光店 宮脇書店	  越⾕谷店
くまざわ書店	  的場店 ACADEMIA	  菖蒲店
くまざわ書店	  上⾥里里店 温古堂	  イトーヨーカドー店
くまざわ書店	  蕨錦町店 明⽂文堂書店	  TSUTAYA⼾戸⽥田
くまざわ書店	  宮原店 アシーネ書籍	  三芳店
くまざわ書店	  鷲宮店 博⽂文堂書店	  千間台店
⽂文真堂	  秩⽗父⿊黒⾕谷店 ブックスタマ	  所沢店
⽂文真堂	  北北越⾕谷店T･C さきたま書店	  BOOK
⽂文真堂	  幸⼿手店 須原屋	  コルソ店
⽂文真堂	  美⼟土⾥里里店 yc-‐‑‒vo	  ワカバウォーク店

くまざわ書店	  船橋店 アシーネ書籍	  新松⼾戸店
くまざわ書店	  IY幕張店 アシーネ書籍	  南⾏行行徳店
くまざわ書店	  勝⽥田台店 アシーネ書籍	  ⻑⾧長沼店
くまざわ書店	  津⽥田沼店 ブックマルシェ	  我孫⼦子店
くまざわ書店	  四街道店 ブックマルシェ	  津⽥田沼店
くまざわ書店	  蘇我店 宮脇書店	  流流⼭山店
くまざわ書店	  ららぽーと店 宮脇書店	  稲⽑毛⻑⾧長沼原店
くまざわ書店	  松⼾戸店 丸善	  津⽥田沼店
くまざわ書店	  ⽊木更更更更津店 福家書店	  市川店
くまざわ書店	  稲⽑毛店 旭屋書店	  船橋店
くまざわ書店	  ⼋八千代台店 博⽂文堂書店	  君津店
くまざわ書店	  松⼾戸新⽥田店 住吉書房	  本⼋八幡店
くまざわ書店	  新鎌ヶ⾕谷店 SC多⽥田屋	  我孫⼦子店
ACADEMIAくまざわ書店	  津⽥田沼パルコ オークスブックセンター	  千葉葉都町店
ACADEMIA	  ちはら台店 オークスメディアパーク野⽥田店
紀伊國屋書店	  セブンパークアリオ柏店 堀江良良⽂文堂

書泉グランデ ブックスタマ	  武蔵⼩小⼭山店
書泉ブックタワー ブックスタマ	  千ヶ瀬店
⼋八重洲ブックセンター	  イトーヨーカドー拝島 ブックスタマ	  ⼋八王⼦子店
⼋八重洲B･C	  イトーヨーカドー武蔵境店 ブックスタマ	  ⼩小作店

千葉葉県

東京都



※店舗により品切れの場合がございます。

くまざわ書店	  ⽥田園調布店 ブックファースト	  ⼤大井町店
くまざわ書店	  イトーヨーカドー⼤大森店 ブックファースト	  レミィ五反⽥田店
くまざわ書店	  蒲⽥田店 ブックファースト	  アトレ⼤大森店
くまざわ書店	  品川店 ブックファースト	  渋⾕谷⽂文化村通り店
くまざわ書店	  ⼤大⼿手町店 ブックファースト	  ⾃自由が丘店
くまざわ書店	  東京オペラシティ店 ブックファースト	  ⼆二⼦子⽟玉川店
くまざわ書店	  浅草店 ブックファースト	  新宿店
くまざわ書店	  IY綾綾綾綾瀬店 ブックファースト	  ルミネ北北千住店
くまざわ書店	  ⻄西新井店 ブックファースト	  練⾺馬店
くまざわ書店	  錦⽷糸町店 ブックファースト	  アトレ吉祥寺店
くまざわ書店	  豊洲店 ブックファースト	  アトレ吉祥寺東館店
くまざわ書店	  池袋店 ブックファースト	  ルミネ町⽥田店
くまざわ書店	  ⼤大泉学園店 MARUZEN＆ジュンク堂書店	  渋⾕谷店
くまざわ書店	  国領領領領店 宮脇書店	  ⽥田無店
くまざわ書店	  けやき台店 ⽂文真堂書店	  ⾜足⽴立立花畑店
くまざわ書店	  稲城店 博⽂文堂書店	  ⽥田無店
くまざわ書店	  武蔵⼩小⾦金金井店 あおい書店	  中野本店
くまざわ書店	  ⼋八王⼦子店 中野ブロードウェイ明屋書店
くまざわ書店	  昭島店 第⼀一書林林	  新⼩小岩北北⼝口店
くまざわ書店	  イトーヨーカドー⼋八王⼦子店 アシーネ書籍	  成増店
くまざわ書店	  町⽥田根岸店 ブックスオオトリ	  昭島店
くまざわ書店	  武蔵⼩小⾦金金井北北⼝口店 ラムラブックセンター	  芳進堂
くまざわ書店	  ⽇日野店 書店かっぱ	  品川⼋八潮店
くまざわ書店	  ⼋八王⼦子南⼝口店 久美堂	  本町⽥田店
ACADEMIAくまざわ書店	  桜ヶ丘店 ⽂文公堂書店
ACADEMIA	  東急プラザ蒲⽥田店 明昭館書店
旭屋	  池袋店 渋⾕谷	  ⼤大盛堂書店
旭屋書店	  アトレヴィ⼤大塚店 甲⽂文堂書店
BOOK	  EXPRESS	  アトレヴィ巣鴨店 野上書店
BOOK	  EXPRESS	  ディラ拝島店 野崎書林林
ジュンク堂書店	  池袋店

住吉書房	  久⾥里里浜店 あおい書店	  横浜店4F
住吉書房	  登⼾戸店 あおい書店	  川崎駅前店
住吉書房	  新杉⽥田店 あおい書店	  上⼤大岡店
住吉書房	  保⼟土ヶ⾕谷店 ブックスオオトリ	  ⾦金金沢シーサイド店
住吉書房	  東⼾戸塚店 ブックスオオトリ	  鶴⾒見見店

神奈奈川県



※店舗により品切れの場合がございます。

くまざわ書店	  相模⼤大野店 紀伊國屋書店	  横浜店
くまざわ書店	  綾綾瀬店 紀伊國屋書店	  武蔵⼩小杉店
くまざわ書店	  能⾒見見台店 紀伊國屋書店	  横浜みなとみらい店
くまざわ書店	  横須賀店 ブックファースト	  モザイクモール港北北店
くまざわ書店	  久⾥里里浜店 ブックファースト	  ⻘青葉葉台店
くまざわ書店	  鶴⾒見見店 ブックファースト	  ボーノ相模⼤大野店
くまざわ書店	  ⻑⾧長津⽥田店 アシーネ	  橋本店
くまざわ書店	  さぎ沼店 アシーネ書籍	  港南台店
くまざわ書店	  三ツ境店 福家書店	  若若葉葉台店
くまざわ書店	  ⼤大和店 未来屋書店	  湘南茅ヶ崎店
くまざわ書店	  ⼤大船店 ブックメイツ	  新百合ヶ丘北北⼝口店
くまざわ書店	  湘南台店 コーナンBOOKS	  港北北NTセンターミナミ店
くまざわ書店	  ランドマーク店 川上書店	  ラスカ店
ACADEMIAくまざわ書店	  橋本店 サクラ書店	  ラスカ平塚店
ACADEMIA	  港北北店 伊勢治書店	  ダイナシティ店
ブックポート203	  鶴⾒見見店 中村書店	  本店
ブックポート203	  ⼤大和店 北北野書店	  本店
ブックポート203	  緑園店 湘南台⽂文華堂
ブックポート203	  栗栗平店 原書店
ジュンク堂書店	  藤沢店 アニール

くまざわ書店	  新潟デッキィ店 くまざわ書店	  上越店
くまざわ書店	  ⻑⾧長岡店 B･Sサカイ	  東寺町店

⽂文苑堂書店	  ⿂魚⿂魚津サンプラザ店 ⽂文苑堂	  本郷店
⽂文苑堂書店	  清⽔水町店 ⽂文苑堂	  ⼾戸出店
⽂文苑堂書店	  藤の⽊木店 明⽂文堂書店	  富⼭山有沢橋店
⽂文苑堂書店	  新野村店 明⽂文堂書店	  富⼭山掛尾店
⽂文苑堂書店	  福⽥田本店 明⽂文堂書店	  氷⾒見見店
⽂文苑堂書店	  富⼭山豊⽥田店 明⽂文堂	  新庄経堂店
⽂文苑堂書店	  ⼩小杉店 喜久屋書店	  ⾼高岡店
紀伊國屋書店	  富⼭山店

新潟県

富⼭山県



※店舗により品切れの場合がございます。

北北国書林林	  松任店 うつのみや	  ⼩小⽴立立野店
北北国書林林	  アピタ店 うつのみや	  上林林店
北北国書林林	  ⾠辰辰⼝口店 Super	  KaBoS	  上荒屋店
北北国書林林	  アルプラザ店 KaBoS	  ⼤大桑店
きくざわ書店	  ⿅鹿鹿島店 勝⽊木書店	  ⾦金金沢泉野店
きくざわ書店	  ナッピィモール店 北北国書林林	  輪輪輪輪島店
きくざわ書店	  パトリア店 ⾦金金沢ビーンズ明⽂文堂	  
明⽂文堂書店	  ⾦金金沢野々市店 ブックメイト	  とくひさ
明⽂文堂書店	  能登七尾店 ブックスふかざわ
明⽂文堂書店	  TSUTAYA	  KOMATSU

Super	  KaBoS	  敦賀店 KaBoS	  敦賀アピタ店
Super	  KaBoS	  武⽣生店 KaBoS	  三国店
Super	  KaBoS	  鯖江店 KaBoS	  WaiPlaza店
Super	  KaBoS	  ワッセ店 KaBoS	  丸岡店
Super	  KaBoS	  ⼤大和⽥田店 KaBoS	  勝⼭山店
勝⽊木書店	   KaBoS	  ベル店
勝⽊木書店	  新⼆二の宮店 三洋堂書店	  ⼩小浜店
勝⽊木書店	  ⼤大野店

卓⽰示書店	  河⼝口湖BELL店 天真堂書店	  塩⼭山店

笠笠原書店 いけだ書店	  南松本店
笠笠原書店	  今井店 ブックガーデン	  YAMAJI
笠笠原書店	  レイクウォーク店 丸⽂文	  ウィングロード店
平安堂	  新⻑⾧長野店 王様屋坂城店
平安堂	  伊那店 ⻄西澤書店	  
平安堂	  東和⽥田店 朝陽館
三洋堂書店	  駒ヶ根店 書店すぐじ
興⽂文堂	  iCITY ⻄西沢書店

⽯石川県

福井県

⼭山梨梨県

⻑⾧長野県



※店舗により品切れの場合がございます。

三洋堂書店	  瑞浪浪中央店 くまざわ書店	  各務原店
三洋堂書店	  中つ川店 喜久屋書店	  ⼤大垣店
三洋堂書店	  ⼟土岐店 あおい書店	  可児店
三洋堂書店	  せき東店 三省省省省堂書店	  岐⾩阜店
三洋堂書店	  こくふ店 宮脇書店	  瑞穂店
三洋堂書店	  ⼤大野店 平和書店	  TSUTAYA⻑⾧長森店
三洋堂書店	  みのかも店 林林⽂文堂	  ⽥田神店
三洋堂書店	  下恵⼟土店 ACADEMIA	  ⼤大垣店
三洋堂書店	  新恵那店 ⼤大洞洞洞洞堂	  ⽻羽島店
三洋堂書店	  各務原店 ワカマツヤ
三洋堂書店	  市橋店 ブックス・アイオー
三洋堂書店	  垂井店 ⽔水野書店
こみかるはうす	  関店 好⽂文堂
こみかるはうす	  可児店

江崎書店	  イトーヨーカドー静岡店 ⼾戸⽥田書店	  御殿場店
江崎書店	  ベイドリーム清⽔水店 ⼾戸⽥田書店	  富⼠士宮店
江崎書店	  沼津アントレ店 ⼾戸⽥田書店	  沼津店
江崎書店	  パルシェ店 サガミヤ	  デュオ店
江崎書店	  袋井店 サガミヤ広野店
藤枝江崎書店	  駅南店 三洋堂書店	  磐⽥田店
藤枝江崎書店	  Bivi店 あおい書店	  富⼠士店
藤枝江崎	  蓮華寺池公園店 島⽥田書店	  花みずき店
マルサン書店	  イシバシプラザ店 佐塚⽂文化堂	  栄町店
マルサン書店	  柿⽥田川サントムーン店 ジャック鷲津	  駅前ブック館
マルサン書店	  仲⾒見見世店 アマノ	  有⽟玉店
マルサン書店	  駅北北店 三島ブックセンター
マルサン書店	  富⼠士店 ⽂文盛堂書店

豊川堂 本の王国	  刈⾕谷店
豊川堂	  アピタ向⼭山店 本の王国	  知多店
豊川堂	  プリオ豊川店 本の王国	  安城店
豊川堂	  カルミア店 本の王国	  豊⽥田吉原店
豊川堂	  新⽥田原店 本の王国	  南安城店

岐⾩阜県

静岡県

愛知県



※店舗により品切れの場合がございます。

あおい書店	  豊川店 くまざわ書店	  岡崎北北店
あおい書店	  ⼟土井店 くまざわ書店	  阿久⽐比店
あおい書店	  六六名店 くまざわ書店	  稲沢店
あおい書店	  半⽥田店 くまざわ書店	  ⻑⾧長久⼿手店
あおい書店	  ⻄西春店 らくだ書店	  本店
あおい書店	  ⻄西尾店 らくだ書店	  東郷店
あおい書店	  新⼤大府店 らくだ書店	  城北北店
三洋堂書店	  ⾼高浜店 本のメグリア本店
三洋堂書店	  半⽥田店 本のメグリア	  三好店
三洋堂書店	  豊川店 鎌倉⽂文庫	  岡崎南店
三洋堂書店	  ⼄乙川店 鎌倉⽂文庫	  ⼩小幡店
三洋堂書店	  清洲店 紀伊國屋書店	  名古屋空港店
三洋堂書店	  ⼤大⽥田川店 共和有隣隣隣隣堂
三洋堂書店	  ⿃鳥居松店 コーナンBOOKS	  南⼗十番町店
三洋堂書店	  よもぎ店 いけだ書店	  ⽊木曽川店
三洋堂書店	  新開橋店 いけだ書店	  東海通店
三洋堂書店	  杁中店 ちくさ正⽂文館	  ターミナル店
こみかるはうす	  尾⻄西店 ⼤大正堂兼松書店
こみかるはうす	  江南店 まるじゅう伊藤書店
こみかるはうす	  ⼤大⼝口店 那須	  陣中店
こみかるはうす	  ベルコート店 BOOKSじんせい
こみかるはうす	  新瀬⼾戸店 BOOK	  WALKER
こみかるはうす	  名古屋店 滝書店
こみかるはうす	  藤が丘店 福⽂文堂
ブックスオオトリ	  ⻄西尾店 アート書房
ブックスオオトリ	  知多店 やまねこ亭
ブックスオオトリ	  尾張旭店 ⽂文清書店	  
ブックスオオトリ	  名古屋中川店 愛新堂
三省省省省堂書店	  名古屋⾼高島屋店 ⽇日新堂
三省省省省堂書店	  ⼀一宮店 ユニットハラダヤ

三洋堂書店	  ⽣生桑店 コメリ書房	  鈴鈴⿅鹿鹿店
三洋堂書店	  富⽥田店 コメリ書房	  松阪店
三洋堂書店	  ⽩白塚店 コメリ書房上野店
三洋堂書店	  名張店 ブックスアルデ本店
いけだ書店	  伊賀上野店 ブックハウス中岡
井筒屋書店	  あかもん店 ブックストアー北北勢

三重県



※店舗により品切れの場合がございます。

新光堂	  桑名アピタ店 VVイオンモール東員
別所書店	  イオン津店 ウィズ・ユー
多気BC	  クリスタルタウン店

ハイパーブックス	  彦根店 アバンティブックセンター南草津店
ハイパーブックス	  ⼋八⽇日市店 喜久屋書店	  草津店
三洋堂書店	  豊さと店

⼤大垣書店	  ⻲亀岡店 アミーゴ書店	  北北⼭山店
⼤大垣書店	  イオンモール京都桂川店 アミーゴ書店	  洛洛北北店
⼤大垣書店	  京都ヨドバシ店 ブックファースト	  京都店
⼤大垣書店	  京都ファミリー店 ブックファースト	  ミュー阪急桂店
平和書店	  TSUTAYA	  アル・プラザ城陽店 ACADEMIA	  けいはんな店
平和書店	  アル・プラザ宇治東店 旭屋書店	  イオン洛洛南店
宮脇書店	  京都⻲亀岡店 アバンティブックセンター	  京都店

天⽜牛⽜牛堺書店	  三国ケ丘店 くまざわ書店	  ポーズなんばパークス店
天⽜牛⽜牛堺書店	  光明池店 くまざわ書店	  天王寺店
天⽜牛⽜牛堺書店	  津久野店 くまざわ書店	  阿倍野店
天⽜牛⽜牛堺書店	  堺東⾼高島屋店 ACADEMIAくまざわ書店	  すみのどう店
天⽜牛⽜牛堺書店	  北北野⽥田店 アミーゴ書店	  都島店
天⽜牛⽜牛堺書店	  イオンモール堺鉄砲町店 アミーゴ書店	  ATCオズ店
天⽜牛⽜牛堺書店	  天下茶茶茶茶屋店 アミーゴ書店	  東淀川店
ブックファースト	  曽根店 旭屋書店	  なんばCITY店
ブックファースト	  蛍池店 旭屋書店	  天王寺MIO店
ブックファースト	  デュー阪急⼭山⽥田店 ⼤大垣書店	  豊中緑丘店
ブックファースト	  池⽥田店 ⼤大垣書店	  ⾼高槻店
ブックファースト	  三国店 イズミヤ	  千⾥里里丘店ブックアミーゴ
ブックファースト	  クリスタ⻑⾧長堀店 イズミヤ	  寝屋川店ブックアミーゴ
ブックファースト	  野⽥田アプラ店 コーナンBOOKS	  摂津⿃鳥飼⻄西店
パルネット	  狭⼭山店 コーナンBOOKS	  福島⼤大開店
パルネット	  藤ヶ丘店 福家書店	  アリオ鳳店
パルネット	  正⽂文堂書店	   ブックパル	  デューク書店	  
パルネット	  ⾼高⽯石店 アバンティブックセンター	  原⼭山台店

滋賀県

京都府

⼤大阪府



※店舗により品切れの場合がございます。

紀伊國屋書店	  梅⽥田本店 けやき書房
紀伊國屋書店	  本町店 中路路書店

ブックファースト	  阪急⻄西宮ガーデンズ店 くまざわ書店	  明⽯石店
ブックファースト	  阪神尼崎店 くまざわ書店	  あまがさき店
ブックファースト	  ⻄西宮店 旭屋書店	  ららぽーと甲⼦子園店
ブックファースト	  宝塚店 紀伊國屋書店	  加古川店
ブックファースト	  エビスタ⻄西宮店 宮脇書店	  神⼾戸北北店
ブックファースト	  六六甲店 福家書店	  神⼾戸店
アミーゴ書店	  HAT神⼾戸店 流流泉書房パティオ店
アミーゴ書店	  舞多聞店 メトロ書店	  神⼾戸御影店
アミーゴ書店	  ⻄西神南店 アバンティブックセンター	  三⽥田駅前店
アミーゴ	  六六甲道店 ブックフォーラム花⽥田店
アミーゴ	  新藤原台店 ブックスユートピア	  野間店
パルネット	  ⼩小野店 イズミヤ	  ⻄西神⼾戸店ブックアミーゴ
パルネット	  神鉄ビル店 ブックランドヤスイ
パルネット	  北北鈴鈴蘭台店 森井書房
喜久屋書店	  明⽯石駅ビル店 宮本書店
喜久屋書店	  ⻄西神中央店 ギルド

ブックセンターコスモ	  岩吉店 ブックセンターコスモ	  吉⽅方店

宮脇書店	  ゆめタウン斐川店 ブックセンターコスモ	  出雲店
宮脇書店	  ゆめタウン益⽥田店 今井書店	  ⽊木次マルシェリーズ店

天満屋ハピータウン	  宮脇岡北北店 宮脇書店	  Pモール藤⽥田店
天満屋ハピータウン	  宮脇岡南店 宮脇書店	  総社店
天満屋ハピータウン	  宮脇⻄西⼤大寺店 宮脇書店	  真備店
天満屋ハピータウン	  宮脇⾼高梁梁梁梁店 廣⽂文館	  アリオ倉敷店
天満屋ハピータウン	  宮脇鴨⽅方店 広⾕谷屋書店	  
ブックセンターコスモ	  津⼭山店 愛⽂文社書店	  
喜久屋書店	  倉敷店 荒⽊木書店	  

兵庫県

⿃鳥取県

島根県

岡⼭山県



※店舗により品切れの場合がございます。

宮脇書店	  ゆめタウン江⽥田島店 紀伊國屋書店	  広島店
宮脇書店	  ゆめタウン祇園店 明屋書店	  スピリッツ熊野店
宮脇書店	  ゆめタウン安古市店 廣⽂文館	  サンリブ五⽇日市店
宮脇書店	  ゆめタウン吉⽥田店 アルパークブックガーデン廣⽂文館
フタバ図書	  ゆめタウン⿊黒瀬店 クレ書店	  
フタバ図書	  広電楽々園店

明屋書店	  MEGA⼤大内店 明屋書店	  ⼩小郡店
明屋書店	  MEGA新下関店 明屋書店	  萩店
明屋書店	  光店 SerenDip明屋書店	  ゆめタウン徳⼭山店
明屋書店	  下松店 宮脇書店	  湯⽥田店
明屋書店	  南岩国店 宮脇書店	  宇部店
明屋書店	  スピリッツ岩国店 宮脇書店	  徳⼭山店
明屋書店	  富⽥田店 くまざわ書店	  下関店
明屋書店	  今宿店 サンパーク良良⽂文堂
明屋書店	  柳柳井店

カルチャーシティ平惣	  川内店 カルチャーシティ平惣⽯石井店
カルチャーシティ平惣	  ⼩小松島バイパス店 ブックシティ平惣	  徳島店
カルチャーシティ平惣	  阿南センター店 附家	  国府店
カルチャーシティ平惣書店	  タクト店 BOOKSジュピター

くまざわ書店	  ⾼高松店

明屋書店	  MEGA平⽥田店 明屋書店	  喜⽥田村店
明屋書店	  空港通り店 明屋書店	  ⼤大洲店
明屋書店	  南宇和店 明屋書店	  宇和島明倫倫倫倫店
明屋書店	  川東店 明屋書店	  ⼋八幡浜店
明屋書店	  ⻄西条福武店 明屋書店	  MEGA⻄西の⼟土居店
明屋書店	  川之江店 明屋書店	  新居浜松⽊木店

広島県

⼭山⼝口県

徳島県

⾹香川県

愛媛県



※店舗により品切れの場合がございます。

明屋書店	  宿⽑毛店 ⾦金金⾼高堂書店	  
明屋書店	  四万⼗十川店 ⾦金金⾼高堂	  朝倉ブックセンター

明屋書店	  ⼩小倉曽根店 くまざわ書店	  ⼩小倉店
明屋書店	  宗像店 くまざわ書店	  若若松店
明屋書店	  豊前店 くまざわ書店	  サンリブもりつね店
明屋書店	  伊加利利店 福岡⾦金金⽂文堂	  志摩店
明屋書店	  ⾏行行橋⾏行行事店 福岡⾦金金⽂文堂	  ゆめモール筑後店
明屋書店	  ⼩小倉沼新町店 ⽩白⽯石書店	  ゆめタウン遠賀店
喜久屋書店	  ⼩小倉店 アカデミア	  サンリブシティ⼩小倉店
宮脇書店	  六六ツ⾨門⾨門店

くまざわ書店	  佐賀店

くまざわ書店	  佐世保店 メトロ書店	  本店

⻘青柳柳書店	  本店 ⾦金金⿓龍龍⿓龍龍⿓龍龍堂	  	  まるぶん店
⻘青柳柳書店	  阿蘇店 サンロード明屋書店	  錦店

明屋書店	  ⽇日⽥田店 明屋書店	  宇佐店
明屋書店	  コスモタウン佐伯店 明屋書店	  豊後⾼高⽥田店
明屋書店	  フリーモールわさだ店 明屋書店	  中津本店
明屋書店	  ⾼高城店 明屋書店	  ⾅臼杵野⽥田店
明屋書店	  中央町店 桜瀬書店

くまざわ書店	  延岡店 明屋書店	  川南店

⼤大分県

宮崎県

⾼高知県

福岡県

佐賀県

⻑⾧長崎県

熊本県



※店舗により品切れの場合がございます。

クッキー明屋書店	  川内店 ⾦金金海堂	  イオン隼⼈人国分店
クッキー明屋書店	  隼⼈人店

球陽堂書房	  メインプレイス店

⿅鹿鹿児島県

沖縄県


