書店名

都道府県 郵便番号

住所

電話番号

EC
URL https://kingeshop.jp/shop/g/g9784065201633/?elr=45507

EVIL LINE RECORDS OFFICIAL STORE

北海道
ＴＳＵＴＡＹＡ 札幌菊水店
ＴＳＵＴＡＹＡ 網走店
ＴＳＵＴＡＹＡ 上江別店
ＴＳＵＴＡＹＡ 滝川店
ＴＳＵＴＡＹＡ 岩見沢店
ＴＳＵＴＡＹＡ 室蘭店
函館 蔦屋書店
ヴィレッジヴァンガード札幌エスタ
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 札幌店
三省堂書店 札幌店
喜久屋書店 帯広店
喜久屋書店 小樽店

北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道

003-0803
093-0035
067-0064
073-0033
068-0010
050-0075
041-0802
060-0005
060-0061
060-0005
080-0014
047-0008

札幌市白石区菊水３条５丁目２番２５号
網走市駒場南８丁目８７
江別市上江別４２７‐１
滝川市新町２‐１０‐１５
岩見沢市１０条東１丁目１番１
室蘭市中島本町１丁目１番６号 ＭＯＲＵＥ中島
函館市石川町８５番１号
札幌市中央区北5条西2丁目札幌エスタ8F
札幌市中央区南一条西１－８－２高桑ビルＢ２～４Ｆ
札幌市中央区北五条西２－５ＪＲタワー札幌ステラプレイス５Ｆ
帯広市西四条南１２－３長崎屋帯広店４Ｆ
小樽市築港１１－５ウイングベイ小樽５番街２Ｆ

011-837-5252
0152-44-1714
011-381-2222
0125-26-2222
0126-25-8234
0143-41-5220
0138-47-2600
011-210-1277
011-223-1911
011-209-5600
0155-66-7799
0134-31-7077

青森県
青森県
青森県
青森県

036-8084
035-0073
039-1111
037-0004

弘前市大字高田２‐１‐１
むつ市中央２丁目１１‐３
八戸市東白山台一丁目１番３５号
五所川原市唐笠柳藤巻５１７－１エルムの街ショッピングセンター１Ｆ

0172-27-2357
0175-28-3755
0178-70-7117
0173-33-6757

岩手県
岩手県
岩手県
岩手県
岩手県

020-0866
020-0022
023-0003
028-0041
020-0866

盛岡市本宮４丁目４０番２０号
盛岡市大通２－８－１４ＭＯＳＳビル３Ｆ・４Ｆ
奥州市水沢区佐倉河羽黒田６２－１
岩手県久慈市長内町27-31-1
岩手県盛岡市本宮七丁目1番1号イオンモール盛岡南3F

019-613-2588
019-601-6161
0197-23-7770
0194-52-1235
019-631-1712

宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県
宮城県

983-0833
981-3137
980-0021
980-6101
987-0404
980-0021
980-0021

仙台市宮城野区東仙台４‐１４‐１
仙台市泉区大沢２‐１２‐４
宮城県仙台市青葉区中央1-10-10仙台ロフト７F
仙台市青葉区中央１－３－１ＡＥＲ １Ｆ
登米市南方町新島前４６－１イオンタウン佐沼内
仙台市青葉区中央４－１－１イービーンズ６Ｆ
仙台市青葉区中央１－１－１ＪＲ仙台駅構内２Ｆ 改札外

022-297-1251
022-772-2011
022-726-5635
022-264-0151
0220-21-6656
022-716-2021
022-716-6575

秋田県

014-0044

大仙市戸蒔字東８９

0187-62-7571

福島県
福島県
福島県
福島県
福島県

963-8032
963-8812
960-8153
970-8034
971-8124

郡山市下亀田１６‐１６
郡山市松木町２‐８８ イオンタウン郡山
福島市黒岩字浜井場２４‐１
いわき市平上荒川島田５
いわき市小名浜住吉字花木内１－１

024-939-0005
024-941-2236
024-544-0373
0246-46-0678
0246-58-8870

山形県
山形県
山形県

990-0039
997-1317
992-0044

山形市香澄町１－１－１エスパル山形５Ｆ
東田川郡三川町成田新田３８３－３
山形県米沢市春日2-13-4

023-615-3266
0235-68-0015
0238-37-8161

茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県

312-0005
301-0854
302-0110
305-0034
306-0632
310-0903
307-0052
305-0817
305-0071
308-0052
314-0135
316-0036
302-0127
305-0817
315-0037
306-0231
311-0105

ひたちなか市新光町３０‐４
龍ケ崎市中里２‐１‐２
守谷市百合ケ丘３－２４９－１
つくば市小野崎字千駄苅２７８－１ＬＡＬＡガーデンつくば１Ｆ
坂東市辺田１１０４－１ヨークタウン坂東内
水戸市堀町１０９４－７
結城市中央町１－４－６
つくば市研究学園５－１９イーアスつくば３Ｆ
茨城県つくば市稲岡66-1イオンモールつくば1F
筑西市菅谷石堀１５１３
神栖市堀割３－３－２０
日立市鮎川町１－３－３
守谷市松ケ丘６－６－４
つくば市研究学園７－５４－１
石岡市東石岡１－８－５
茨城県古河市小堤字新割１９００－１
那珂市菅谷２４３１－１

029-265-2300
0297-60-7088
0297-47-1601
029-861-1811
0297-47-5180
029-224-6391
0296-33-7711
029-868-7407
029-839-2371
0296-22-2420
0299-91-0622
0294-28-5130
0297-21-1081
029-860-8260
0299-28-0212
0280-97-1675
029-295-9050

栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県
栃木県

329-1312
325-0025
321-3226
329-0403
329-2735
328-0033
321-0147
321-0118
327-0831
326-0823
324-0054

さくら市櫻野５０５
那須塩原市下厚崎２６４‐５
宇都宮市ゆいの杜４‐１‐３９
下野市医大前３‐１‐１
那須塩原市太夫塚６‐２３２‐８
栃木市城内町２丁目６番２３号
宇都宮市針ヶ谷町４７２番地７
宇都宮市インターパーク６－１－１ＦＫＤショッピングモール宇都宮ＩＰ店２Ｆ
佐野市浅沼町７４２イオンタウン佐野２Ｆ
足利市朝倉町２５５－1
大田原市若松町１６５０－１０

028-682-7001
0287-62-3939
028-670-8771
0285-44-7637
0287-37-4646
0282-21-7351
028-655-2300
028-657-6320
0283-24-9007
0284-73-7750
0287-20-0601

群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県
群馬県

373-0817
372-0801
379-2143
379-2224
373-0808
370-0073
372-0813

太田市飯塚町１９３３‐１
伊勢崎市宮子町３４０６‐３
前橋市新堀町９４０番
伊勢崎市西小保方町３６８スマーク伊勢崎２Ｆ
太田市石原町８１イオンモール太田２Ｆ
高崎市緑町４－９－１
伊勢崎市韮塚町１１８５－１

0276-60-2800
0270-20-7400
027-210-0886
0270-70-5510
0276-47-8723
027-363-5701
0270-30-8411

埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
新：ブックコンパスエキュート大宮ノース（旧：ブックエキスプレス ディラ大宮店） 埼玉県
7月22日リニューアルオープン（お問い合わせ先変更あり）

346-0106
367-0030
360-0842
343-0828
350-1123
343-0828
363-0022
330-0854
365-0038
354-8560
355-8606
367-0023
330-0853

久喜市菖蒲町菖蒲６００６番１
本庄市早稲田の杜二丁目１番４６号
熊谷市大字新堀新田字中山６２０‐１
越谷市レイクタウン４丁目２番地２ イオンレイクタウンＫａｚｅ Ａ‐１０７
川越市脇田本町３９－１９ルミネ川越店４Ｆ
埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1イオンレイクタウンｍｏｒｉ1F
桶川市若宮１－５－２桶川マイン３Ｆ
さいたま市大宮区桜木町１－６－２そごう大宮店８Ｆ
鴻巣市本町１－１－２エルミこうのすショッピングモール３Ｆ
富士見市山室１－１３１３ららぽーと富士見１Ｆ １２６０
東松山市あずま町４－３ピオニウォーク東松山２Ｆ２２０
本庄市寿３－４－２２

0480-87-0800
0495-27-3310
048-530-6400
048-990-3380
049-240-6212
048-990-1232
048-789-0011
048-646-2600
048-540-7124
049-275-1090
0493-31-0713
0495-71-5935

新：さいたま市大宮区錦町６３０ＪＲ大宮駅北口改札エキュート大宮ノース内（旧：さいたま市大宮区錦町６３０ＪＲ大宮駅北口改札内）

新：048-658-3045（旧：048-643-0871）

286-0017
260-0031
273-0012
260-0031
261-0025
275-0026
279-8529
260-0028
270-1392
292-0044
290-0050
297-0016
289-2504
286-0221
273-0031
260-0015

成田市赤坂３－４－１
千葉市中央区新千葉１－１－１ペリエ千葉６Ｆ
船橋市浜町２－１－１ららぽーとＴＯＫＹＯＢＡＹ北館２Ｆ
千葉市中央区新千葉１－１－１ペリエ千葉エキナカ４Ｆ ４０３
千葉県千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心グランドモール３Ｆ
習志野市谷津７－７－１Ｌｏｈａｒｕ津田沼Ｂ棟２Ｆ・３Ｆ
浦安市舞浜１－４イクスピアリ内１０１
千葉市中央区新町１０００そごう千葉店９Ｆ
印西市中央北３－２イオンモール千葉ニュータウン３Ｆ
木更津市太田２－５－１
市原市更級４－１－２４
茂原市木崎２２７２
旭市ニ五郎作５８８８－１
富里市七栄１００５－５
船橋市西船４－２７－７ＪＲ西船橋駅ペリエ西船橋３階
千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル 4F

0476-29-6650
043-202-2900
047-435-8381
043-202-7410
043-272-2171
047-470-8311
047-305-5808
043-245-8331
0476-40-7732
0438-20-2811
0436-20-1880
0475-20-1738
0479-60-3140
0476-37-4490
047-420-8170
043-224-1881

青森県
ＴＳＵＴＡＹＡ 弘前店
ＴＳＵＴＡＹＡ むつ店
ＴＳＵＴＡＹＡ 八戸ニュータウン店
くまざわ書店 五所川原店

岩手県
ＭＯＲＩＯＫＡ ＴＳＵＴＡＹＡ
ジュンク堂書店 盛岡店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 奥州水沢店
宮脇書店 久慈店
ヴィレッジヴァンガードイオンモール盛岡南

宮城県
ＴＳＵＴＡＹＡ ヤマト屋書店 東仙台店
蔦屋書店 仙台泉店
ヴィレッジヴァンガード仙台ロフト
丸善 仙台アエル店
宮脇書店 佐沼店
喜久屋書店 仙台店
ブックエキスプレス 仙台北口店

秋田県
ＴＳＵＴＡＹＡ 大仙店

福島県
ＴＳＵＴＡＹＡ 桑野店
ＴＳＵＴＡＹＡ イオンタウン郡山店
ＴＳＵＴＡＹＡ 福島南店
ブックエース 上荒川店
ブックエース 小名浜住吉店

山形県
くまざわ書店 山形店
戸田書店 三川店
宮脇書店 イオン米沢店

茨城県
蔦屋書店 ひたちなか店
蔦屋書店 龍ケ崎店
フタバ図書 ＴＥＲＡ守谷店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＬＡＬＡガーデンつくば
ブックエース TSUTAYA坂東店
ブックエース 茨大前店
ブックエース 結城店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ イーアスつくば店
ヴィレッジヴァンガードイオンモールつくば
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 下館店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 鹿島店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 日立中央店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 守谷店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ つくば店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 新石岡店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 古河店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 新那珂店

栃木県
ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ さくら店
ＴＳＵＴＡＹＡ 黒磯店
ＴＳＵＴＡＹＡ 宇都宮テクノ店
ＴＳＵＴＡＹＡ 自治医大店
ＴＳＵＴＡＹＡ ４００号西那須野店
ＴＳＵＴＡＹＡ 栃木城内店
ＴＳＵＴＡＹＡ 宇都宮南店
くまざわ書店 宇都宮インターパーク店
宮脇書店 イオンタウン佐野店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 新足利店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 大田原店

群馬県
蔦屋書店 太田店
蔦屋書店 伊勢崎宮子店
蔦屋書店 前橋みなみモール店
くまざわ書店 伊勢崎店
喜久屋書店 太田店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 高崎店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 伊勢崎店

埼玉県
蔦屋書店 フォレオ菖蒲店
蔦屋書店 本庄早稲田店
蔦屋書店 熊谷店
ＴＳＵＴＡＹＡ レイクタウン
ブックファースト ルミネ川越店
ヴィレッジヴァンガードPLUSイオンレイクタウン
丸善 桶川店
三省堂書店 大宮店
リブロ 鴻巣店
リブロ ららぽーと富士見店
リブロ ピオニウォーク東松山店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 本庄店

千葉県
ブックエース 成田赤坂店
くまざわ書店 ペリエ千葉本店
くまざわ書店 ららぽーと船橋店
くまざわ書店 ペリエ千葉エキナカ店
ヴィレッジヴァンガードイオンモール幕張新都心
丸善 津田沼店
丸善 舞浜イクスピアリ店
三省堂書店 そごう千葉店
喜久屋書店 千葉ニュータウン店
精文館書店 木更津店
ＴＳＵＴＡＹＡ 市原五井店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 茂原店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 旭店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 富里店
ブックエキスプレス ペリエ西船橋店
三省堂書店 カルチャーステーション千葉店

千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県

東京都
ＴＳＵＴＡＹＡ 三軒茶屋店
ＳＨＩＢＵＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ ＥＱＵｉＡ池袋店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ ＥＱＵｉＡ北千住北店
ＴＳＵＴＡＹＡ 船堀店
ブックファースト 新宿店
ブックファースト 中野店
ブックファースト ルミネ北千住店
ブックファースト 五反田店
くまざわ書店 八王子店
くまざわ書店 錦糸町店
くまざわ書店 イトーヨーカドー綾瀬店
ヴィレッジヴァンガードダイバーシティ東京
ヴィレッジヴァンガード渋谷本店
有隣堂 ヨドバシＡＫＩＢＡ店
有隣堂 アトレ目黒店
有隣堂 シャポー小岩店
有隣堂 アトレ大井町店
ジュンク堂書店 池袋本店
ジュンク堂書店 吉祥寺店
ＭＡＲＵＺＥＮ 多摩センター店
丸善 丸の内本店
ジュンク堂書店 大泉学園店
丸善 日本橋店
三省堂書店 池袋本店
三省堂書店 アトレ秋葉原１
オリオン書房 ノルテ店
あゆみＢｏｏｋｓ 瑞江店
オリオン書房 ルミネ立川店
オリオン書房 アレア店
リブロ 花小金井店
オリオン書房 イオンモールむさし村山店
オリオン書房 エミオ秋津店
ブックエキスプレス エキュート赤羽店
新：ブックコンパスエキュート品川サウス店（旧：ブックエキスプレスエキュート品川サウス店）

東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都

154-0004
150-0042
171-0021
120-0026
134-0091
160-0023
164-0001
120-0026
141-0022
192-0083
130-0013
120-0005
135-0064
150-0042
101-0028
141-0021
133-0056
140-0014
171-0022
180-0004
206-0033
100-8203
178-0063
103-8245
171-0022
101-0021
190-0012
132-0011
190-0012
190-0023
187-0002
208-0022
189-0001
115-0045
108-0074

世田谷区太子堂４‐１‐１ キャロットタワー ２Ｆ
渋谷区宇田川町２１‐６
豊島区西池袋１‐１‐２１ 池袋駅西口地下街
足立区千住旭町４２‐１ 北千住駅 北地下１Ｆ
江戸川区船堀４丁目２‐２
新宿区西新宿１－７－３モード学園コクーンタワーＢ１Ｆ・B2F
中野区中野４－３－１中野サンクォーレ１Ｆ・２Ｆ
足立区千住旭町４２－２ルミネ北千住８Ｆ
品川区東五反田２－１－２五反田東急スクエア７Ｆ
八王子市旭町２－１１
墨田区錦糸２－２－１アルカキット錦糸町９Ｆ
足立区綾瀬３－４－２５イトーヨーカドー綾瀬店５Ｆ
江東区青海1丁目1番地10号ダイバーシティ東京 プラザ5Ｆ
渋谷区 宇田川町23-3渋谷第一勧銀共同ﾋﾞﾙ B1F・2F
千代田区神田花岡町１－１ヨドバシＡＫＩＢＡ７Ｆ
品川区上大崎２－１６－９アトレ目黒１ ５Ｆ
江戸川区南小岩７－２４－１５シャポー小岩１Ｆ
品川区大井１－２－１アトレ大井町店５Ｆ
豊島区南池袋２－１５－５
武蔵野市吉祥寺本町１－１１－５コピス吉祥寺Ｂ館６Ｆ・７Ｆ
多摩市落合１－４６－１ココリア多摩センター５Ｆ
千代田区丸の内１－６－４丸の内ＯＡＺＯ内
練馬区東大泉１－２８－１Ｇｒａｎｄ Ｅｍｉｏ大泉学園３Ｆ
中央区日本橋２－３－１０
豊島区南池袋１－２８－１西武池袋本店 別館・書籍館
千代田区外神田１－１７－６アトレ秋葉原１ ２Ｆ
立川市曙町２－４２－１パークアベニュー３Ｆ
江戸川区瑞江２－５－１ドーミー瑞江１Ｆ
立川市曙町２－１－１ルミネ立川店８Ｆ
立川市柴崎町３－６－２９アレアレア２ ３Ｆ
小平市花小金井１－８－３いなげや花小金井駅前店２Ｆ
武蔵村山市榎１－１－３－３０１１イオンモールむさし村山３Ｆ
東村山市秋津町５－７－８
北区赤羽１－１－１ＪＲ赤羽駅北口改札構内
港区高輪３－２６－２７ＪＲ品川駅構内エキュート品川サウス内

03-5431-7788
03-5459-2000
03-3982-2777
03-5813-7651
03-5659-6331
03-5339-7611
03-3319-5161
03-5284-2311
03-6408-1811
042-625-1201
03-5610-3034
03-5697-8411
03-3527-6125
03-6416-5641
03-5298-7474
03-3442-1231
03-5889-8341
03-5709-7361
03-5956-6111
0422-28-5333
042-355-3220
03-5288-8881
03-5947-3955
03-6214-2001
03-6864-8900
03-5289-3827
042-522-1231
03-3698-5281
042-527-2311
042-521-2211
042-450-4600
042-567-6911
042-390-3011
03-5249-4192
03-5421-8013

東京都
東京都
東京都

100-0005
151-0051
160-0022

千代田区丸の内１－９－１ＪＲ東日本東京駅構内１Ｆ京葉ストリート内
渋谷区千駄ヶ谷５－２４－５５ＮＥＷｏＭａｎ新宿２Ｆ
新宿区新宿３－３８－１ＪＲ新宿駅構内 改札内

03-3218-8016
03-6380-6802
03-3340-0813

東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都

196-0003
100-0005
141-0032
170-0003
110-0005
100-0006

昭島市松原町４－１４－４ＪＲ拝島駅Ｄｉｌａ拝島内
千代田区丸の内１－９－１ＪＲ東日本東京駅丸の内改札内
品川区大崎１－２１－４ＪＲ大崎駅構内 北改札内
豊島区駒込２－１－１ＪＲ駒込駅構内 改札内
台東区上野7-1-1アトレ上野5080
千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館 1・2F

042-549-0071
03-5219-7775
03-5759-4893
03-5961-3620
03-5826-5866
03-5222-1200

神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県

241-0022
227-8555
252-0146
252-0303
220-0005
251-0041
225-8535
250-0011
243-0482
254-8510
210-0007
231-8623
244-0003
222-0002
251-0055
215-0021
251-0052
243-0432
247-0006
251-0055
231-0001

横浜市旭区鶴ヶ峰２丁目８２番地１ ココロット鶴ヶ峰ビル ２Ｆ
横浜市青葉区青葉台２－１－１青葉台東急スクエアＳｏｕｔｈ－１別館３F・４F
相模原市緑区大山町１－２２アリオ橋本店１Ｆ
相模原市南区相模大野３－８－１相模大野ステーションスクエアＡ棟６Ｆ
横浜市西区南幸１－４－Ｂ１Ｆ
藤沢市辻堂神台１－３－１テラスモール湘南４Ｆ
横浜市青葉区美しが丘１－１－２たまプラーザテラスゲートプラザ1・2F
小田原市栄町１－１－９ラスカ小田原店５Ｆ
海老名市扇町１３－１ららぽーと海老名４Ｆ
平塚市天沼１０－１ららぽーと湘南平塚３Ｆ
川崎市川崎区駅前本町２６－１アトレ川崎４Ｆ
横浜市中区伊勢佐木町１－４－１
横浜市戸塚区戸塚町１０戸塚モディ４Ｆ
横浜市港北区師岡町７００トレッサ横浜北棟２Ｆ
藤沢市南藤沢２－１－１名店ビル2・3・4・5F
川崎市麻生区上麻生1-4-1小田急新百合ヶ丘エルミロード4F
藤沢市藤沢５５９ビックカメラ７Ｆ・８Ｆ
海老名市中央１－１－１ＶｉＮＡＷＡＬＫ一番館４Ｆ
横浜市栄区笠間町JR大船駅アトレ大船
藤沢市南藤沢１－２リエール藤沢３Ｆ
横浜市中区新港二丁目２番１号 横浜ワールドポーターズ3F

045-370-3020
045-989-1781
042-700-7020
042-767-1285
045-311-6265
0466-38-2121
045-903-2191
0465-24-7739
046-206-6651
0463-74-6511
044-200-6831
045-261-1231
045-881-2661
045-533-3090
0466-26-1411
044-965-3075
046-652-1211
046-234-7161
045-897-6461
0466-50-2321
045-222-2647

新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県
新潟県

940-0875
940-2103
950-0015
950-2035
943-0171
957-0063
940-2093
950-0911

長岡市新保６丁目２２２番地
長岡市古正寺町３５０番地
新潟市東区河渡庚１６７
新潟市西区新通１２７２
上越市藤野新田１１７４‐２
新発田市新栄町３‐１‐３１
長岡市千秋２－２７８リバーサイド千秋アピタモール２Ｆ
新潟市中央区笹口１－１プラーカ１ １Ｆ・Ｂ１Ｆ

0258-22-6300
0258-29-5030
025-273-0066
025-211-1000
025-526-1800
0254-26-1900
0258-20-5760
025-374-4411

富山県
富山県

930-0951
933-0813

富山市経堂１２３‐４
高岡市下伏間江３８３イオンモール高岡２Ｆ

076-494-3530
0766-27-2455

石川県
石川県
石川県
石川県
石川県

920-0024
920-8203
923-0000
921-8823
929-1126

金沢市西念４‐２５‐８
金沢市鞍月５丁目１５８
小松市沖町４５１番地
野々市市粟田５丁目４６１
かほく市内日角タ25番イオンモールかほく1Ｆ

076-260-9602
076-239-4400
0761-23-4282
076-294-0932
076-289-5087

福井県
福井県

916-0029
910-0837

鯖江市北野町１５字１番地
福井市高柳３丁目２２０３

0778-51-3311
0776-52-7211

長野県
長野県
長野県
長野県

386-0152
381-2217
384-0808
390-0827

上田市大屋２１９‐５
長野市稲里町中央２‐１２‐１
小諸市御影新田２２９１‐１
松本市出川２－３－１ネオパーク１Ｆ

0268-36-1700
026-284-8700
0267-24-1500
0263-24-2435

山梨県

400-0107

甲斐市志田字柿木６４５－１ラザウォーク甲斐双葉１Ｆ

0551-28-8761

岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県
岐阜県

503-0932
501-6115
502-0882
500-8856
503-0808

大垣市本今町字西ノ側１６３９‐１
岐阜市柳津町丸野３－３－６カラフルタウン岐阜２Ｆ
岐阜市正木中１－２－１マーサ２１ ３Ｆ
岐阜市橋本町１－１０アスティ岐阜３Ｆ
大垣市三塚町丹瀬４６３－１イオンタウン大垣ショッピングセンター２Ｆ

0584-87-3301
058-388-5477
058-297-7008
058-212-0690
0584-77-1717

静岡県
静岡県
静岡県
静岡県

426-0075
411-0902
420-0839
432-8061

藤枝市瀬戸新屋２１３‐１８
駿東郡清水町玉川１５７‐１
静岡市葵区鷹匠１－１－１新静岡セノバ５Ｆ
浜松市西区入野町６２１－１

054-645-1511
055-981-8151
054-275-2777
053-447-8090

7月15日リニューアルオープン（お問い合わせ先変更なし） ※7月14日までリニューアルのため休業

ブックエキスプレス東京駅京葉ストリート店
ｂｏｏｋｓｈｅｌｆ ＮＥＷｏＭａｎ新宿店
新：ブックコンパス新宿南口（旧：ブックエキスプレス 新宿南口店）
8月10日リニューアルオープン ※7月20日～8月9日までリニューアルのため休業

ブックエキスプレス ディラ拝島店
ブックエキスプレス グランスタ東京店
ブックエキスプレス 大崎店
ブックエキスプレス 駒込店
明正堂アトレ上野店
三省堂書店 有楽町店

神奈川県
ＴＳＵＴＡＹＡ 鶴ヶ峰駅前店
ブックファースト 青葉台店
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 橋本店
くまざわ書店 相模大野店
有隣堂 横浜駅西口店
有隣堂 テラスモール湘南店
有隣堂 たまプラーザテラス店
有隣堂 ラスカ小田原店
有隣堂 ららぽーと海老名店
有隣堂 ららぽーと湘南平塚店
有隣堂 アトレ川崎店
有隣堂 伊勢佐木町本店
有隣堂 戸塚モディ店
有隣堂 トレッサ横浜店
有隣堂 藤沢店
有隣堂 新百合ヶ丘エルミロード店
ジュンク堂書店 藤沢店
三省堂書店 海老名店
ブックエキスプレス アトレ大船店
ブックエキスプレス リエール藤沢店
ヴィレッジヴァンガード横浜ワールドポーターズ

新潟県
蔦屋書店 長岡新保店
蔦屋書店 長岡古正寺店
蔦屋書店 河渡店
蔦屋書店 新通店
蔦屋書店 上越インター店
蔦屋書店 新発田店
くまざわ書店 長岡店
ジュンク堂書店 新潟店

富山県
明文堂書店 富山新庄経堂店
喜久屋書店 高岡店

石川県
ＴＳＵＴＡＹＡ 金沢店
明文堂書店 金沢ビーンズ
明文堂書店 ＴＳＵＴＡＹＡ ＫＯＭＡＴＳＵ
ＴＳＵＴＡＹＡ 金沢野々市店
ヴィレッジヴァンガードイオンモールかほく

福井県
ＴＳＵＴＡＹＡ 神明店
ＴＳＵＴＡＹＡ 福井高柳店

長野県
蔦屋書店
蔦屋書店
蔦屋書店
宮脇書店

上田大屋店
長野川中島店
佐久小諸店
松本店

山梨県
くまざわ書店 双葉店

岐阜県
ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚大垣店
くまざわ書店 柳津店
丸善 岐阜店
三省堂書店 岐阜店
喜久屋書店 大垣店

静岡県
ＴＳＵＴＡＹＡ 藤枝瀬戸新屋店
ＴＳＵＴＡＹＡ すみや三島店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 新静岡店
ＴＳＵＴＡＹＡ 佐鳴台店

愛知県
ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚バロー戸田店
ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚ウイングタウン岡崎店
ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚瀬戸店
ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚春日井店
くまざわ書店 一宮店
ヴィレッジヴァンガードイオンモールナゴヤドーム前
ヴィレッジヴァンガードイオンモール長久手
ジュンク堂書店 名古屋栄店
三省堂書店 名古屋本店
三省堂書店 一宮店
精文館書店様 豊川店
精文館書店 豊明店
精文館書店 本店コミック館
精文館書店 新豊田店
精文館書店 尾張一宮店
精文館書店 三ノ輪店
精文館書店 中島新町店

愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県

454-0961
444-0814
489-0971
486-0917
491-0022
461-0048
480-1100
460-0004
450-6608
491-0858
442-0862
470-1151
440-8517
471-0864
491-0025
440-0838
454-0932

名古屋市中川区戸田明正二丁目１１０番地
岡崎市羽根町字小豆坂３番地 ウイングタウン内
瀬戸市西本地町２丁目２２２番地１
春日井市美濃町２丁目３番地
一宮市両郷町１－２テラスウォーク一宮２Ｆ
名古屋市東区矢田南4-102-3イオンモールナゴヤドーム前3F
長久手市長久手中央土地区画整理事業地内5・10・11街区イオンモール長久手4Ｆ
名古屋市中区新栄町１－１明治安田生命名古屋ビルＢ１・Ｂ２Ｆ
名古屋市中村区名駅１－１－３タカシマヤゲートタワーモール８Ｆ
一宮市栄３－１－１アスティ一宮
豊川市市田町字大道下８
豊明市前後町宮前１５００－１
豊橋市広小路１－６
豊田市広路町１－１５
一宮市羽衣２－５－１
豊橋市三ノ輪町字本興寺１６－１
名古屋市中川区中島新町３－６０４－１

052-439-2370
0564-72-5081
0561-97-3655
0568-35-5900
0586-23-3950
052-719-5761
0561-56-0771
052-212-5360
052-566-6801
0586-26-1891
0533-85-8325
0562-91-3787
0532-54-2345
0565-33-3322
0586-26-1616
0532-66-2447
052-369-3190

三重県
三重県
三重県

516-0008
513-0805
510-0075

伊勢市船江町１丁目１０‐２１
鈴鹿市算所町字山之相４１７‐１
四日市市安島１－３－３１ララスクエア四日市４Ｆ

0596-20-6630
059-373-4860
059-359-5910

滋賀県
滋賀県

520-2153
525-0067

大津市一里山７－１－１フォレオ大津一里山１Ｆ
草津市新浜町３００イオンモール草津２Ｆ

0775-47-1020
077-516-1118

京都府
京都府
京都府
京都府
京都府
京都府
京都府
京都府
京都府

620-0933
604-8032
601-8211
600-8216
603-8142
604-8415
601-1375
615-0035
621-0822

福知山市東羽合町１４９番地
京都市中京区河原町三条下ル２丁目山崎町２５１ 京都ＢＡＬ Ｂ１・２
京都市南区久世高田町３７６イオンモール京都桂川店１Ｆ
京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町５９０－２ 京都ヨドバシビル６Ｆ
京都市北区小山北上総町４９－１北大路ビブレ４Ｆ
京都市中京区西ノ京栂尾町１－６ＢｉＶｉ二条１Ｆ
京都市伏見区醍醐高畑町３０－１パセオダイゴロー西館３Ｆ
京都市右京区西院追分町２５－１－０９１イオンモール京都五条２Ｆ
亀岡市篠町野条上又１１－１アルプラザ亀岡３Ｆ

0773-24-4566
075-253-1599
075-925-1717
075-371-1700
075-491-5500
075-813-2208
075-575-2520
075-326-8710
0771-23-8038

大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府

542-0071
545-0052
565-0826
530-0012
561-0802
530-0013
530-0013
581-0803
540-0032
556-0017
545-8545
530-0003
569-1123
590-0905
538-0053
598-0062
545-0052

大阪市中央区道頓堀１‐８‐１９
大阪市阿倍野区阿倍野筋２‐１‐３４
吹田市千里万博公園２‐１ ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ ２Ｆ ２０３４０
大阪市北区芝田１－１－３阪急大阪梅田駅２Ｆ
豊中市曽根東町３－１－１ＴＩＯ阪急曽根１Ｆ
大阪市北区茶屋町16-7梅田ロフト7F
大阪市北区茶屋町７－２０チャスカ茶屋町Ｂ１Ｆ～７Ｆ
八尾市光町２－３アリオ八尾３Ｆ
大阪市中央区天満橋京町１－１京阪シティモール７Ｆ
大阪市浪速区湊町１－２－３マルイト難波ビル３Ｆ
大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３あべのハルカス近鉄本店ウイング館５・７Ｆ
大阪市北区堂島１－６－２０堂島アバンザ内２～３Ｆ
高槻市芥川町１－２ Ｃ－１１５号
堺市堺区鉄砲町１イオンモール堺鉄砲町３Ｆ
大阪市鶴見区鶴見４－１７－１イオンモール鶴見緑地４Ｆ
泉佐野市下瓦屋２－２－７７いこらも～る泉佐野店2F
大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１あべのルシアス２Ｆ

06-6214-6262
06-6625-2538
06-4864-8270
06-6371-6755
06-6844-5355
06-6292-2337
06-6292-7383
072-990-0291
06-6920-3730
06-4396-4771
06-6626-2151
06-4799-1090
072-684-8700
072-247-8610
06-6915-2600
072-458-1850
06-6634-8607

兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県

670-0882
668-0031
664-0851
663-8204
650-0021
673-0891
670-0914
663-8035
659-0092
650-0044
651-1515
668-0023
654-0154
651-2273
673-0891
670-0055

姫路市広峰１‐１‐３０
豊岡市大手町７‐３０
伊丹市中央１‐１‐１ 伊丹ショッピングデパート Ｂ１Ｆ
西宮市高松町１４－２－４０５阪急西宮ガーデンズ４Ｆ
神戸市中央区三宮町１－６－１８
明石市大明石町１－６－１パピオスあかし２Ｆ
姫路市豆腐町２２２ピオレ姫路２ ２Ｆ
西宮市北口町１－１アクタ西宮西館４Ｆ
芦屋市大原町９－１－３０４ラポルテ東館３Ｆ
神戸市中央区東川崎町１－７－２ｕｍｉｅ ＮＯＲＴＨ ＭＡＬＬ５Ｆ
神戸市北区上津台８－１－１イオンモール神戸北２Ｆ
豊岡市加広町７－３２コープデイズ豊岡２Ｆ
神戸市須磨区中落合２－２－３須磨パティオ３番館２Ｆ
神戸市西区糀台５－２－３プレンティ１番館３Ｆ
明石市大明石町１－１－２３ピオレ明石西館１Ｆ
姫路市神子岡前３－１２－１７ゆめタウン姫路４Ｆ

079-286-7771
0796-24-1122
072-785-1722
0798-62-6103
078-392-1001
078-918-6670
079-221-8280
0798-68-6300
0797-31-7440
078-382-7112
078-983-3755
0796-29-0027
078-792-2050
078-992-0020
078-915-2622
079-295-1016

奈良県
奈良県
奈良県

634-0837
639-1101
630-8122

橿原市曲川町７－２０－１イオンモール橿原３Ｆ
大和郡山市下三橋町７４１イオンモール大和郡山２Ｆ
奈良市三条本町１－１ビエラ奈良２Ｆ

0744-20-3151
0743-55-2200
0742-20-6571

和歌山県
和歌山県

648-0086
640-8451

橋本市神野々５６６－７
和歌山市中字楠谷573イオンモール和歌山2F

0736-32-5153
073-457-2511

鳥取県
鳥取県
鳥取県
鳥取県

680-0942
680-0874
682-0023
683-0811

鳥取市湖山町東４－８２
鳥取市叶３１０
倉吉市山根５５７－１倉吉ＳＣパープルタウン２Ｆ
米子市錦町３－９０

0857-38-9221
0857-51-7060
0858-47-4321
0869-37-6700

島根県
島根県
島根県

693-0066
693-0063
690-0058

出雲市高岡町１２３７－１
出雲市大塚町６５０－１ゆめタウン出雲２Ｆ
松江市田和山町８８

0853-22-8181
0853-24-6040
0852-20-8811

三重県
ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚ミタス伊勢店
ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚鈴鹿中央通店
宮脇書店 四日市本店

滋賀県
大垣書店 フォレオ大津一里山店
喜久屋書店 草津店

京都府
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶＩＸ福知山店
ＭＡＲＵＺＥＮ 京都本店
大垣書店 イオンモール京都桂川店
大垣書店 京都ヨドバシ店
大垣書店 ビブレ店
大垣書店 二条駅店
大垣書店 醍醐店
大垣書店 イオンモール京都五条店
大垣書店 亀岡店

大阪府
ＴＳＵＴＡＹＡ ＥＢＩＳＵＢＡＳＨＩ
ＴＳＵＴＡＹＡ あべの橋店
ＴＳＵＴＡＹＡＢＯＯＫＳＴＯＲＥ ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ
ブックファースト 梅田２階店
ブックファースト 曽根店
ヴィレッジヴァンガード梅田ロフト
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅田店
丸善 八尾アリオ店
ジュンク堂書店 天満橋店
ジュンク堂書店 難波店
ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店
ジュンク堂書店 大阪本店
大垣書店 高槻店
大垣書店 イオンモール堺鉄砲町店
リブロ イオンモール鶴見店
宮脇書店 泉佐野店
喜久屋書店 漫画館阿倍野店

兵庫県
ＴＳＵＴＡＹＡ 姫路広峰店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶＩＸ豊岡店
ＴＳＵＴＡＹＡ 阪急伊丹駅前店
ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店
ジュンク堂書店 三宮店
ジュンク堂書店 明石店
ジュンク堂書店 姫路店
ジュンク堂書店 西宮店
ジュンク堂書店 芦屋店
大垣書店 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店
喜久屋書店 北神戸店
喜久屋書店 豊岡店
喜久屋書店 須磨パティオ店
喜久屋書店 西神中央店
喜久屋書店 明石駅ビル店
喜久屋書店 姫路店

奈良県
喜久屋書店 橿原店
喜久屋書店 大和郡山店
喜久屋書店 奈良駅店

和歌山県
本と文具ツモリ 西部店
ヴィレッジヴァンガードイオンモール和歌山

鳥取県
今井書店
今井書店
今井書店
今井書店

湖山メディア館
吉成コミック店
パープルタウン店
錦町店

島根県
今井書店 出雲店
今井書店 ゆめタウン出雲店
今井書店 グループセンター店

岡山県
ＴＳＵＴＡＹＡ 岡山西大寺店
ＴＳＵＴＡＹＡ 中庄店
ＴＳＵＴＡＹＡ 大安寺店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＺ岡南店
ＴＳＵＴＡＹＡ 中島店
ＴＳＵＴＡＹＡ 玉島店
ヴィレッジヴァンガードイオンモール岡山
宮脇書店 連島店
喜久屋書店 倉敷店

岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県
岡山県

704-8112
710-0003
700-0066
702-8056
710-0803
713-8102
700-0907
712-8011
710-0802

岡山市東区西大寺上１‐１‐４６ リョービプラッツ西大寺店 ２Ｆ
倉敷市平田９３６‐１
岡山市北区野殿西町３２９‐１
岡山市南区築港新町２丁目１‐１５
倉敷市中島２２３６番１０３
倉敷市玉島１６５１‐１
岡山市北区下石井1丁目2-1イオンモール岡山3F
倉敷市連島町連島４５２－１Ｐモール連島内
倉敷市水江１イオンモール倉敷２Ｆ

086-942-1616
086-435-1155
086-253-1717
086-263-9154
086-460-3939
086-525-1311
086-230-1031
086-440-5226
086-430-5450

広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県
広島県

731-0103
739-0013
721-0955
735-8588
731-0138
733-0863
732-0822
731-0122
721-0961
737-0029
728-0017
720-2107

広島市安佐南区緑井１丁目５‐２
東広島市西条御条町６‐２０
福山市新涯町三丁目２１番１１号
安芸郡府中町大須２－１－１－３０２２
広島市安佐南区祇園３－２－１イオンモール広島祇園２Ｆ
広島市西区草津南４－７－１
広島市南区松原町２－２２
広島市安佐南区中筋４－１１－７
福山市明神町１－１４－２０
呉市宝町２－５０
三次市南畑敷町５０４
福山市神辺町大字新道上２ 丁目１０−２６フジグラン神辺2F

082-831-8010
082-431-6633
084-957-5111
082-561-0770
082-832-3890
082-270-5730
082-568-4770
082-830-0601
084-973-8780
0823-32-7830
0824-64-8833
084-960-3270

山口県
山口県
山口県
山口県
山口県
山口県
山口県

755-0047
753-0821
740-0021
750-0025
753-0214
751-0869
751-0869

宇部市島３‐３‐８
山口市葵１丁目４‐７０
岩国市室の木町１－２－３８
下関市竹崎町４－４－７シーモールｅｓｔ４Ｆ
山口市大内御堀１１６８－１
下関市伊倉新町２－３－１５
下関市伊倉新町３－１－１ゆめシティ２Ｆ

0836-34-5060
083-933-6033
0827-30-0300
083-228-0401
083-933-0707
083-250-2525
083-250-1185

香川県
香川県
香川県
香川県
香川県

761-0301
763-0093
761-8072
761-8071
769-1506

高松市林町２２１７番２１
丸亀市郡家町１８６０‐１
高松市三条町中所608-1ゆめタウン高松2Ｆ
高松市伏石町２１３９－１１
三豊市豊中町本山甲２２ゆめタウン三豊２Ｆ

087-864-5532
0877-58-6500
087-814-8570
087-869-9361
0875-56-6036

愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県

790-0065
791-3120
791-0216
792-0035
799-0113
791-8001
791-0054
791-1105
795-0064
792-0007

松山市宮西１丁目２番１号
伊予郡松前町筒井８５０番
東温市野田３丁目１‐１３
新居浜市西の土居町１－１－２３
四国中央市妻鳥町１６６２－１
松山市平田町８１－１
松山市空港通３－１０－３
松山市北井門町２－２０－３２
大洲市東大洲６６１－２
新居浜市前田町8-8イオン新居浜SC

089-922-8378
089-961-6566
089-909-9588
0897-36-4455
0896-58-8787
089-978-0600
089-973-4844
089-957-6151
0893-25-1313
0897-31-0586

福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県

810-0044
809-0019
812-0896
802-0073
818-0042
834-0005
811-2204
811-2303
816-0851
810-0001
812-0012
810-0041
802-0002

福岡市中央区六本松４丁目２番１号 六本松４２１ ２Ｆ
中間市東中間１‐２‐８
福岡市博多区東光寺町２‐６‐４０
北九州市小倉北区貴船町１‐１４
筑紫野市大字立明寺４３４‐１ イオンモール筑紫野 １Ｆ
八女市大島１８２‐１
糟屋郡志免町田富１丁目１‐１
糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木１９２－１－２００１イオンモール福岡２Ｆ
春日市昇町８－１－１
福岡市中央区天神二丁目11-1福岡パルコ本館６階
福岡市博多区博多駅中央街１－１ＪＲ博多シティ８Ｆ
中央区大名一丁目15番１号「西通りスクエア」1～3F
北九州市小倉北区京町３丁目１番１号小倉駅前アイム９Ｆ

092-731-7760
093-245-5656
092-418-3900
093-932-7333
092-918-5757
0943-22-5115
092-935-3700
092-939-7200
092-589-6622
092-717-1203
092-413-5401
092-738-3322
093-514-1400

佐賀県
佐賀県

841-0026
840-0201

鳥栖市本鳥栖町５３７‐１
佐賀市大和町尼寺３５３５イオンショッピングセンター大和１Ｆ

0942-87-7707
0952-62-7325

長崎県
長崎県
長崎県
長崎県

850-0853
852-8104
859-3223
855-0036

長崎市浜町２‐３５
長崎市茂里町１‐５５ みらい長崎ココウォーク ５Ｆ
佐世保市広田四丁目４番９号
島原市城内３丁目１６００‐１

095-825-6766
095-842-5509
0956-20-5800
0957-65-4311

熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県
熊本県

860-0801
865-0064
860-0085
861-3106
869-0606
866-0883
861-0134

熊本市中央区安政町１‐２
玉名市中字寺畑１６８６‐３
熊本市北区高平３丁目３７‐１９
上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２
宇城市小川町河江１‐１
八代市松江町５１７‐１
熊本市北区植木町大字舞尾５４５‐２

096-212-9111
0968-88-2520
096-345-6877
096-235-2211
0964-43-5131
0965-31-0027
096-275-1222

宮崎県

880-0805

宮崎市橘通東４‐８‐１

0985-61-6711

大分県
大分県
大分県

871-0065
876-0047
876-0047

中津市蛭子町２丁目１０‐２
佐伯市鶴岡西町２－１９９
日田市十二町５８５－４

0979-23-7883
0972-20-5959
0973-27-5335

鹿児島県
鹿児島県
鹿児島県

897-0008
892-0827
892-0826

南さつま市加世田地頭所１‐６
鹿児島市中町３－１５ヴィストラルビルＢ３～６Ｆ
鹿児島市呉服町６－５マルヤガーデンズ６Ｆ

0993-53-8922
099-239-1221
099-216-8838

沖縄県
沖縄県
沖縄県
沖縄県
沖縄県
沖縄県
沖縄県

900-0006
901-1117
900-0006
901-1104
904-0115
900-0013
900-0015

那覇市おもろまち４‐２‐８
うるま市江洲４５０－１サンエー具志川メインシティ１Ｆ
那覇市おもろまち４－４－９サンエー那覇メインプレイス２Ｆ
島尻郡南風原町字宮平264番地イオン南風原2F
中頭郡北谷町美浜8-3イオン北谷2F
那覇市牧志１－１９－２９Ｄｎａｈａ内
那覇市久茂地１－１－１デパートリウボウ７Ｆ

098-860-1316
098-982-6670
098-951-3456
098-940-6211
098-983-7345
098-860-7175
098-867-1725

広島県
ＴＳＵＴＡＹＡ フジグラン緑井店
ＴＳＵＴＡＹＡ 東広島店
ＴＳＵＴＡＹＡ 新涯店
フタバ図書 ＴＥＲＡ広島府中店
フタバ図書 ＧＩＧＡ祗園店
フタバ図書 アルティアルパーク北棟店
フタバ図書 ＧＩＧＡ広島駅前店
フタバ図書 ＭＥＧＡ中筋店
フタバ図書 ＡＬＴｉ福山本店
フタバ図書 ＧＩＧＡ呉駅レクレ店
フタバ図書 ソフトピア三次店
ヴィレッジヴァンガードフジグラン神辺

山口県
幸太郎本舗 ＴＳＵＴＡＹＡ 宇部店
ＴＳＵＴＡＹＡ 山口葵店
フタバ図書 ＧＩＧＡフレスタモール岩国店
くまざわ書店 下関店
明屋書店 MEGA大内店
明屋書店 MEGA新下関店
宮脇書店 ゆめシティ店

香川県
ＴＳＵＴＡＹＡ 高松サンシャイン通り店
ＴＳＵＴＡＹＡ 丸亀郡家店
ヴィレッジヴァンガードゆめタウン高松
宮脇書店 南本店
宮脇書店 三豊店

愛媛県
ＴＳＵＴＡＹＡ フジグラン松山店
ＴＳＵＴＡＹＡ エミフルＭＡＳＡＫＩ店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 重信
明屋書店MEGA西の土居店
明屋書店川之江店
明屋書店MEGA平田店
明屋書店空港通店
明屋書店石井店
明屋書店大洲店
宮脇書店 新居浜本店

福岡県
六本松 蔦屋書店
ＴＳＵＴＡＹＡ 中間店
蔦屋書店 コマーシャルモール博多
ＴＳＵＴＡＹＡ サンリブきふね店
蔦屋書店 イオンモール筑紫野
ＴＳＵＴＡＹＡ 積文館書店 八女店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫ ＧＡＲＡＧＥ 福岡志免
フタバ図書 ＴＥＲＡイオンモール福岡店
フタバ図書 ＧＩＧＡ春日店
ヴィレッジヴァンガード福岡パルコ
丸善 博多店
ジュンク堂書店 福岡店
喜久屋書店 小倉店

佐賀県
ＴＳＵＴＡＹＡ 鳥栖店
くまざわ書店 佐賀店

長崎県
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ

遊ＩＮＧ浜町店
ＢＯＯＫＳＴＯＲＥみらい長崎ＣＯＣＯＷＡＬＫ
広田店
島原店

熊本県
蔦屋書店 熊本三年坂
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 玉名店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 清水バイパス店
蔦屋書店 嘉島
蔦屋書店 小川町
ＴＳＵＴＡＹＡ 八代松江店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 植木店

宮崎県
蔦屋書店 宮崎高千穂通り

大分県
ＴＳＵＴＡＹＡ 中津店
明屋書店 コスモタウン佐伯店
明屋書店 日田店

鹿児島県
ＴＳＵＴＡＹＡ 加世田店
ＭＡＲＵＺＥＮ 天文館店
ジュンク堂書店 鹿児島店

沖縄県
ＴＳＵＴＡＹＡ 那覇新都心店
田園書房 具志川店
球陽堂書房 那覇メインプレイス店
ヴィレッジヴァンガードイオン南風原
ヴィレッジヴァンガードイオン北谷
ジュンク堂書店 那覇店
リウボウブックセンター店

