
女子力アップフェア　2019年春　開催店

都道府県 書店名
北海道 アシーネ　麻生店
北海道 ヴィレッジヴァンガードイオンモール旭川駅
北海道 ヴィレッジヴァンガード　札幌エスタ店
北海道 江別　蔦屋書店
北海道 紀伊國屋書店　オーロラタウン店
北海道 ゲオ　函館昭和店
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　あいの里店
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　岩見沢店
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　美しが丘店
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　上江別店
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌琴似店
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧三光店
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　室蘭店
北海道 蔦屋書店　南郷１３丁目店
北海道 函館　蔦屋書店
北海道 ひかりや書店
北海道 ひかりや書店　美幌店
北海道 文教堂　札幌大通駅店
北海道 文教堂書店　北野店
北海道 文教堂書店　北４９条店
北海道 文教堂書店　琴似駅前店
北海道 文教堂書店　さっぽろ駅店
北海道 文教堂書店　札幌ルーシー店
北海道 文教堂書店　新札幌ＤＵＯ店
北海道 文教堂書店　千歳店
北海道 文教堂書店　西野３条店
北海道 文教堂書店　函館テーオー店
北海道 文教堂書店　湯ノ川店
北海道 未来屋書店　江別店
北海道 未来屋書店　琴似店
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　五所川原店
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ニュータウン店
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前樹木店
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前店
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　むつ店
青森県 成田本店　しんまち店
青森県 文教堂書店　つがる柏店
青森県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つがる柏店
岩手県 ヴィレッジヴァンガード イオン盛岡南店



岩手県 エムズエクスポ盛岡店
岩手県 さわや書店　ＯＲＩＯＲＩ店
岩手県 ＴＳＵＴＡＹＡ　花巻店
岩手県 蔦屋書店　盛岡店
岩手県 東山堂　北上店
岩手県 松田書店　本店
宮城県 紀伊國屋書店　仙台店
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大崎古川店
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台荒井店
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台南店
宮城県 蔦屋書店　アクロスプラザ富沢西店
宮城県 蔦屋書店　仙台泉店
秋田県 ジュンク堂書店　秋田店
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大館店
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　川尻店
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大仙店
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中野店
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仁井田店
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　能代店
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　湯沢店
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　横手店
秋田県 ＢＯＯＫＳアルファ　能代ＳＣ店
山形県 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール天童
山形県 こまつ書店　桜田店
山形県 こまつ書店　西田店
山形県 ＴＳＵＴＡＹＡ　寒河江店
福島県 ヴィレッジヴァンガード　イオン郡山店
福島県 ヴィレッジヴァンガード　ブーフ郡山店
福島県 みどり書房　福島南店
福島県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　いわき鹿島店
茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋宮中店
茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋南店
茨城県 蔦屋書店　ひたちなか店
茨城県 蔦屋書店　龍ケ崎店
茨城県 宮脇書店　水戸南店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　北茨城店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　古河店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　境ＦｉＳＳ店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新石岡店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新岩瀬店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新那珂店



茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新常陸大宮店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千代田店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　波崎店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ友部店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立中央店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたちなか店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鉾田店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　龍ケ崎店
栃木県 ハートブックス　４００号西那須野店
栃木県 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店
栃木県 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　佐野店
栃木県 ｂｉｇｏｎｅ　ｂｏｏｋｓ　鹿沼店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大田原店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　小山店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下野店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ真岡店
群馬県 タイムクリップ　安中店
群馬県 タイムクリップ　倉賀野店
群馬県 タマムラブックセンター
群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　安中店
群馬県 蔦屋書店　伊勢崎平和町店
群馬県 蔦屋書店　伊勢崎宮子店
群馬県 蔦屋書店　伊勢崎茂呂店
群馬県 蔦屋書店　太田店
群馬県 蔦屋書店　前橋みなみモール店
群馬県 蔦屋書店　前橋吉岡店
群馬県 戸田書店　榛名店
群馬県 文真堂書店　一の宮店
群馬県 文真堂書店　片貝店
群馬県 文真堂書店　小出店
群馬県 文真堂書店　関根店
群馬県 文真堂書店　原町店
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊勢崎店
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高崎店
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　館林店
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富岡店
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　藤岡店
埼玉県 金子書店　八潮店
埼玉県 ＫａＢｏＳ　ららぽーと新三郷店



埼玉県 紀伊國屋書店　川越店
埼玉県 紀伊國屋書店　さいたま新都心店
埼玉県 ジュンク堂書店　大宮高島屋店
埼玉県 タイムクリップ　幸手店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊奈店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大宮指扇店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ヶ島店
埼玉県 蔦屋書店　川島インター店
埼玉県 蔦屋書店　熊谷店
埼玉県 蔦屋書店　滑川店
埼玉県 蔦屋書店　東松山店
埼玉県 蔦屋書店　フォレオ菖蒲店
埼玉県 蔦屋書店　本庄早稲田店
埼玉県 ツタヤブックストア　ふじみ野店
埼玉県 フタバ図書　ＧＩＧＡ大宮店
埼玉県 ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽
埼玉県 ブックファースト　ルミネ大宮店
埼玉県 文教堂　熊谷駅店
埼玉県 文教堂書店　岩槻店
埼玉県 文教堂書店　川口駅店
埼玉県 文教堂書店　狭山店
埼玉県 文教堂書店　東川口店
埼玉県 丸善　桶川店
埼玉県 宮脇書店　鴻巣店
埼玉県 明文堂書店　川口末広店
埼玉県 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ戸田
埼玉県 夢屋書店　アピタ吹上店
埼玉県 ワイシーシー　南桜井店
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　加須店
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　川越店
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　越谷店
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　本庄店
千葉県 改造コラボ
千葉県 ＫａＢｏＳ　ららぽーと柏の葉店
千葉県 紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　青葉台店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　土気店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　流山店
千葉県 蔦屋書店　茂原店
千葉県 ときわ書房　八千代台店
千葉県 福家書店　茂原店
千葉県 文教堂書店　浦安西友店
千葉県 文教堂書店　小倉台店



千葉県 文教堂書店　行徳店
千葉県 文教堂書店　下総中山駅店
千葉県 有隣堂　アトレ新浦安店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　旭店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鎌ケ谷店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千葉ニュータウン店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯＴＳＵＴＡＹＡ八千代店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東金店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　成東店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　八街店
東京都 ヴィレッジヴァンガード　セレオ国分寺店
東京都 ヴィレッジヴァンガード　町田ルミネ店
東京都 オリオン書房　イオンモールむさし村山店
東京都 紀伊國屋書店　新宿本店
東京都 紀伊國屋書店　西武渋谷店
東京都 三省堂書店　池袋本店
東京都 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ
東京都 ジュンク堂書店　大泉学園店
東京都 大盛堂書店　駅前店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　アトレヴィ田端店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　大森町駅前店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　亀有店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　東京上野店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　東大島店
東京都 蔦屋　東村山店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　船堀店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　町屋店
東京都 蔦屋書店　多摩永山店
東京都 蔦屋書店　練馬春日町店
東京都 蔦屋書店　八王子楢原店
東京都 蔦屋書店　八王子みなみ野店
東京都 蔦屋書店　フレスポ府中店
東京都 蔦屋書店　南大沢店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡＢＯＯＫＳＴＯＲＥ五反田店
東京都 ＮＥＴ２１今野西荻窪店
東京都 久美堂　小田急町田店
東京都 久美堂　玉川学園店
東京都 久美堂　本町田店
東京都 ブックエキスプレス　ディラ拝島店
東京都 ブックスオオトリ　昭島店
東京都 ブックファースト　中野店



東京都 ブックファースト　ルミネ北千住店
東京都 文教堂書店　青戸店
東京都 文教堂書店　赤羽店
東京都 文教堂書店　あきる野とうきゅう店
東京都 文教堂書店　市ヶ谷店
東京都 文教堂書店　王子神谷店
東京都 文教堂書店　大崎店
東京都 文教堂書店　河辺とうきゅう店
東京都 文教堂書店　京王八王子店
東京都 文教堂書店　中野坂上店
東京都 文教堂書店　成瀬店
東京都 文教堂書店　人形町店
東京都 文教堂書店　練馬高野台店
東京都 文教堂書店　浜松町店
東京都 文教堂書店　二子玉川店
東京都 文教堂書店　南大沢店
東京都 文真堂書店　足立花畑店
東京都 明正堂　アトレ上野店
東京都 山下書店　世田谷店
東京都 有隣堂　錦糸町テルミナ店

神奈川県 あおい書店 上大岡店
神奈川県 イトーヨーカドー大船店
神奈川県 イトーヨーカドー湘南台店
神奈川県 イトーヨーカドー綱島店
神奈川県 ＫａＢｏＳ　あざみ野店
神奈川県 ＫａＢｏＳ　宮前平店
神奈川県 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店
神奈川県 紀伊國屋書店 イトーヨーカドー川崎店
神奈川県 島屋書店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛甲石田店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　菊名東口店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　港北ミナモ店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ケ峰駅前店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ新山下
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　横山店
神奈川県 蔦屋書店　青葉奈良店
神奈川県 蔦屋書店　厚木下依知店
神奈川県 蔦屋書店　厚木戸室店
神奈川県 蔦屋書店　大和下鶴間店
神奈川県 久美堂　伊勢原店
神奈川県 ブックファースト　青葉台店
神奈川県 文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店
神奈川県 文教堂　ＬＩＶＩＮよこすか店



神奈川県 文教堂書店　Ｒ４１２店
神奈川県 文教堂書店　伊勢原店
神奈川県 文教堂書店　湘南とうきゅう店
神奈川県 文教堂書店　立場店
神奈川県 文教堂書店　中山とうきゅう店
神奈川県 文教堂書店　平塚店
神奈川県 文教堂書店　溝ノ口駅前店
神奈川県 文教堂書店　溝ノ口本店
神奈川県 未来屋書店　海老名店
神奈川県 未来屋書店　相模原店
神奈川県 未来屋書店　秦野店
神奈川県 有隣堂　たまプラーザテラス店
神奈川県 有隣堂　戸塚モディ店
神奈川県 有隣堂　横浜駅西口店
神奈川県 有隣堂　横浜駅西口店
神奈川県 有隣堂　ルミネ横浜店
新潟県 ヴィレッジヴァンガード 新潟ＢＰ店
新潟県 ジュンク堂書店　新潟店
新潟県 知遊堂　亀貝店
新潟県 蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店
新潟県 蔦屋書店　柏崎岩上店
新潟県 蔦屋書店　県央店
新潟県 蔦屋書店　小出店
新潟県 蔦屋書店　河渡店
新潟県 蔦屋書店　佐和田店
新潟県 蔦屋書店　新発田店
新潟県 蔦屋書店　上越インター店
新潟県 蔦屋書店　新通店
新潟県 蔦屋書店　高田西店
新潟県 蔦屋書店　竹尾インター店
新潟県 蔦屋書店　豊栄店
新潟県 蔦屋書店　長岡古正寺店
新潟県 蔦屋書店　長岡新保店
新潟県 蔦屋書店　長岡花園店
新潟県 蔦屋書店　新潟中央インター店
新潟県 蔦屋書店　新潟万代店
新潟県 蔦屋書店　新津店
新潟県 蔦屋書店　ペルパルレ寺尾店
新潟県 蔦屋書店　マーケットシティ白根店
新潟県 蔦屋書店　南笹口店
新潟県 蔦屋書店　六日町店
新潟県 蔦屋書店　横越バイパス店
富山県 文苑堂書店　富山豊田店
富山県 明文堂書店　黒部店



富山県 明文堂書店　新入善店
富山県 明文堂書店　高岡射水店
富山県 明文堂書店　富山有沢橋店
富山県 明文堂書店　富山掛尾店
富山県 明文堂書店　富山新庄経堂店
富山県 明文堂書店　滑川店
富山県 明文堂書店　氷見店
石川県 ＫａＢｏＳ　イオンモール新小松店
石川県 ＫａＢｏＳ　大桑店
石川県 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店
福井県 ＫａＢｏＳ　ベル店
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　鯖江店
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　新二の宮店
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　敦賀店
福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　福井パリオ店
福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ワイプラザ武生店
福井県 文明堂書店　神明店
福井県 山田書店
山梨県 ジュンク堂書店　岡島甲府店
山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲府荒川店
山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南アルプスガーデン店
山梨県 夢屋書店　アピタ石和店
長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南松本店
長野県 蔦屋書店　上田大屋店
長野県 蔦屋書店　上田しおだ野店
長野県 蔦屋書店　大町店
長野県 蔦屋書店　佐久小諸店
長野県 蔦屋書店　佐久野沢店
長野県 蔦屋書店　塩尻店
長野県 蔦屋書店　須坂店
長野県 蔦屋書店　諏訪中洲店
長野県 蔦屋書店　豊科店
長野県 蔦屋書店　長野川中島店
長野県 蔦屋書店　中野店
長野県 蔦屋書店　長野徳間店
長野県 夢屋書店　アピタ飯田店
岐阜県 喜久屋書店　大垣店
岐阜県 草叢ＢＯＯＫＳ　各務原店
岐阜県 コスモブックセンター
岐阜県 こみかるはうす　可児店
岐阜県 こみかるはうす　関店
岐阜県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店
岐阜県 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ長森店
岐阜県 未来屋書店　大垣店



岐阜県 未来屋書店　各務原店
静岡県 アマノ　入野店
静岡県 アマノ　高丘店
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　函南店
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐鳴台店
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや磐田南店
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　袋井国本店
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　富士本吉原店
静岡県 蔦屋書店　静岡店
静岡県 戸田書店　静岡本店
静岡県 戸田書店　静岡本店
静岡県 戸田書店　リブレ菊川店
静岡県 戸田書店　リブレ裾野店
静岡県 マルサン書店　駅北店
静岡県 マルサン書店　仲見世店
静岡県 マルサン書店　富士店
静岡県 焼津谷島屋　アピタ大仁店
静岡県 焼津谷島屋　アピタ島田店
静岡県 焼津谷島屋　大富店
静岡県 焼津谷島屋　登呂田店
愛知県 ヴィレッジヴァンガード　Ｔ－ＦＡＣＥ
愛知県 紀伊國屋書店　名古屋空港店
愛知県 紀伊國屋書店　プライムツリー赤池店
愛知県 草叢ＢＯＯＫＳ　新守山店
愛知県 こみかるはうす　大口店
愛知県 こみかるはうす　新瀬戸店
愛知県 こみかるはうす　名古屋駅店
愛知県 こみかるはうす　藤が丘店
愛知県 三省堂書店　名古屋本店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン弥富店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　稲沢店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　上小田井店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高蔵寺店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸共栄通店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　瑠璃光町店
愛知県 光書店　ＴＳＵＴＡＹＡ大治店
愛知県 星野書店 近鉄パッセ店
愛知県 本の王国　高蔵寺店



愛知県 本の王国　南安城店
愛知県 本のメグリア　本店
愛知県 丸善　名古屋セントラルパーク店
愛知県 未来屋書店　有松店
愛知県 未来屋書店　岡崎店
愛知県 未来屋書店　木曽川店
愛知県 未来屋書店　長久手店
愛知県 未来屋書店　扶桑店
愛知県 未来屋書店　名西店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢上地店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名サンシパーク店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店
三重県 丸善　四日市店
三重県 宮脇書店　久居インター店
三重県 未来屋書店　伊勢店
三重県 未来屋書店　桑名店
三重県 未来屋書店　鈴鹿店
三重県 未来屋書店　津城山店
三重県 未来屋書店　日永店
三重県 未来屋書店　四日市尾平店
三重県 未来屋書店　四日市北店
滋賀県 喜久屋書店　草津店
滋賀県 サンミュージック　ハイパーブックス水口店
滋賀県 サンミュージック　ハイパーブックス長浜
滋賀県 サンミュージック　ハイパーブックス彦根
滋賀県 サンミュージック　ハイパーブックス八日市
滋賀県 サンミュージック　ハイパーブックス駒井沢
滋賀県 サンミュージック　ＨＢかがやき通り店
滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲西店
滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大津テラス店
滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ三宝堂　水口店
滋賀県 ブックハウスひらがき　Ａスクエア店
滋賀県 平和書店　アル・プラザ水口店
滋賀県 平和書店　アル・プラザ守山店
滋賀県 平和書店　アル・プラザ八日市店
滋賀県 平和書店　アル・プラザ栗東店
滋賀県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ瀬田店
滋賀県 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ能登川店
滋賀県 未来屋書店　野洲店



京都府 大垣書店　イオンモール京都桂川店
京都府 大垣書店　ＢＰ五条店
京都府 ジュンク堂書店　京都店
京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ　福知山店
京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　亀岡店
京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　精華台店
京都府 富士書房　大久保店
京都府 平和書店　アル・プラザ宇治東店
京都府 平和書店　アル・プラザ京田辺店
京都府 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡアルプラザ城陽店
京都府 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ太秦店
京都府 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ小倉店
京都府 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク
京都府 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ藤の森店
京都府 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ松井山手駅前店
京都府 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ松ケ崎店
京都府 平和書店　らぽーる東舞鶴店
京都府 丸善 京都本店
京都府 宮脇書店　亀岡店
京都府 山科書店　ラクトＢ店
京都府 ふたば書房 八条口店
京都府 ふたば書房 御池ゼスト店
大阪府 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店
大阪府 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　心斎橋
大阪府 紀伊國屋書店　梅田本店
大阪府 紀伊國屋書店　京橋店
大阪府 紀伊國屋書店　グランフロント大阪店
大阪府 紀伊國屋書店　堺北花田店
大阪府 紀伊國屋書店　泉北店
大阪府 紀伊國屋書店　本町店
大阪府 木下書店　下松店
大阪府 木下書店　トーク店
大阪府 キャップ書店　河内長野店
大阪府 こうらく書店
大阪府 ジュンク堂書店　近鉄あべのハルカス店
大阪府 正和堂書店　鶴見店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　天美店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉観音寺店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　戎橋店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　戎橋店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　貝塚２６号線店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　関西空港店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　香里園店



大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　堺プラットプラット店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　堺南店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　住之江店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　高槻南店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　針中野店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ビバモール寝屋川店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡブックガレージ　ベルパルレ
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ノ里店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　八尾老原店
大阪府 阪南大生協
大阪府 福家書店　アリオ鳳店
大阪府 ブックファースト　クリスタ長堀店
大阪府 平和書店　アル・プラザ茨木店
大阪府 平和書店　アル・プラザ香里園店
大阪府 平和書店　アル・プラザ枚方店
大阪府 平和書店　フレンドタウン深江橋店
大阪府 マザーブックス
大阪府 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店
大阪府 水嶋書房　泉大津店
大阪府 水嶋書房　くずは駅店
大阪府 水嶋書房　くずはモール店
大阪府 水嶋書房　枚方市駅店
大阪府 未来屋書店　四條畷店
兵庫県 うかいや書店　島田店
兵庫県 大垣書店　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店
兵庫県 木下書店　エコール店
兵庫県 キャップ書店　逆瀬川店
兵庫県 ジュンク堂書店　三宮店
兵庫県 ジュンク堂書店　西宮店
兵庫県 ジュンク堂書店　舞子店
兵庫県 田村書店　神戸伊川谷店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　川西能勢口店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　篠山店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宝塚店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　西明石店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　西鈴蘭台店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　阪急伊丹駅前店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路広峰店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　六甲道店
兵庫県 ＦＵＴＡＢＡ＋プリコ垂水店
兵庫県 宮脇書店　洲本店
兵庫県 未来屋書店　姫路大津店
奈良県 喜久屋書店　橿原店
奈良県 キャップ書店　王寺店



奈良県 近鉄ブックセンター　橿原店
奈良県 ＴＳＵＴＡＹＡ　アクロスプラザ橿原店
奈良県 ＴＳＵＴＡＹＡ　桜井店
鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　角盤町店
鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東福原店
島根県 今井書店　学園通り店
島根県 ＢＯＯＫＳイシダ
島根県 ブックセンターコスモ　出雲店
島根県 ブックセンタージャスト　大田店
島根県 ブックセンタージャスト　高津店
島根県 ブックセンタージャスト　浜田店
島根県 宮脇書店　ゆめタウン江津店
島根県 宮脇書店　ゆめタウン斐川店
島根県 宮脇書店　ゆめタウン益田店
島根県 明林堂書店　益田店
岡山県 啓文社　岡山本店
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　井原店
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡山西大寺店
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　笠岡富岡店
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　児島店
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　山陽店
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　新古新田店
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　総社東店
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高屋店
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　十日市店
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックスウエストランド店
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　水島店
岡山県 ツタヤブックストア　岡山駅前
岡山県 フタバ図書　ＭＥＧＡ岡山青江店
岡山県 宮脇書店　ゆめタウン平島店
岡山県 宮脇書店　ゆめタウン平島店
岡山県 未来屋書店　岡山店
広島県 ヴィレッジヴァンガード　イオンＭ広島府中
広島県 紀伊國屋書店　広島店
広島県 紀伊國屋書店 安田学園ブックセンター
広島県 啓文社　ポートプラザ店
広島県 ジュンク堂書店　広島店
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢丘店
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　駅家店
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　啓文社　可部店
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　新涯店
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東広島店
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン緑井店
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　府中高木店



広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　松永店
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宮内店
広島県 明屋書店　フジグラン三原店
広島県 広島大学生協　西２コープショップ
広島県 フタバ図書　ジ　アウトレット広島店
広島県 ブックセンタージャスト　庄原店
広島県 宮脇書店　ゆめタウン祇園店
広島県 宮脇書店　ゆめタウン蔵王店
広島県 宮脇書店　ゆめタウンみゆき店
広島県 宮脇書店　ゆめタウン安古市店
広島県 宮脇書店　ゆめタウン吉田店
広島県 宮脇書店 ゆめタウン江田島店
山口県 ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店ゆめタウン徳山店
山口県 ＴＳＵＴＡＹＡ　山口葵店
山口県 明屋書店　小郡店
山口県 明屋書店　萩店
山口県 明屋書店　ＭＥＧＡ大内店
山口県 明屋書店　ＭＥＧＡ新下関店
徳島県 カルチャーシティ平惣　阿南センター店
徳島県 カルチャーシティ平惣　田宮店
徳島県 紀伊國屋書店　ゆめタウン徳島店
徳島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　田宮店
徳島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン北島店
徳島県 平惣　小松島店
香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇多津店
香川県 宮脇書店　本店
香川県 宮脇書店　南本店
香川県 未来屋書店　綾川店
愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　エミフルＭＡＳＡＫＩ店
愛媛県 明屋書店　空港通店
愛媛県 明屋書店　石井店
愛媛県 明屋書店　今治本店
愛媛県 明屋書店　大洲店
愛媛県 明屋書店　川之江店
愛媛県 明屋書店　喜田村店
愛媛県 明屋書店　松前店
愛媛県 明屋書店　松山本店
愛媛県 明屋書店　ＭＥＧＡ西の土居店
愛媛県 明屋書店　ＭＥＧＡ平田店
愛媛県 ベルパルレ　川東店
高知県 高知大学生協　朝倉イクスショップ
高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　四万十店
高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高須店
高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店



福岡県 アシーネ　マリナタウン店
福岡県 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＨＡＫＡＴＡ
福岡県 Ａ’ＢＯＯＫ　穂波店
福岡県 紀伊國屋書店　久留米店
福岡県 紀伊國屋書店　天神イムズ店
福岡県 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店
福岡県 九州大学生協　皎皎舎店
福岡県 金修堂書店　サンリブ古賀店
福岡県 白石書店　本店
福岡県 積文館書店　シュロアモール店
福岡県 積文館書店　本城店
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　朝日ケ丘店
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　次郎丸店
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　神松寺店
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　太宰府店
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　共立大前店
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　コスタ行橋店
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　スピナ到津店
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　天神駅前福岡ビル店
福岡県 ツタヤブックストアマークイズ福岡ももち店
福岡県 蔦屋書店　イオンモール筑紫野
福岡県 蔦屋書店　コマーシャルモール博多
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックガレージ　福岡志免
福岡県 西新金修堂書店
福岡県 明屋書店　くりえいと宗像店
福岡県 明屋書店　行橋行事店
福岡県 福岡金文堂　ゆめタウン宗像店
福岡県 フタバ図書　ＴＥＲＡイオンモール福岡店
福岡県 ブックセンタークエスト　鞘ケ谷店
福岡県 明林堂書店　甘木店
福岡県 明林堂書店　エーブック飯塚店
福岡県 明林堂書店　ゆめマートうきは店
福岡県 明林堂書店　ゆめモール柳川店
佐賀県 紀伊國屋書店　佐賀店
佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　医大通り店
佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　唐津店
佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鳥栖店
佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　佐大通り店
佐賀県 明林堂書店　ゆめタウン武雄店
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス愛野店
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐世保梅田店
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　広田店



長崎県 遊ＩＮＧ　城山店
熊本県 紀伊國屋書店　熊本光の森店
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　植木店
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　帯山店
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　菊池店
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　菊陽店
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　健軍店
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　琴平店
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　御領店
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ清水バイパス店
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　玉名店
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　近見店
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　浜線店
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　光の森店
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　さくらの森店
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　田崎店
熊本県 蔦屋書店　小川町
熊本県 蔦屋書店　嘉島
熊本県 蔦屋書店　熊本三年坂
熊本県 BOOKSあんとく 荒尾店
熊本県 明林堂書店　麻生田店
熊本県 明林堂書店　ゆめタウン八代店
大分県 ヴィレッジヴァンガード　わさだタウン店
大分県 紀伊國屋書店　大分店
大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　賀来店
大分県 明屋書店　臼杵野田店
大分県 明屋書店　大分フリーモールわさだ店
大分県 明屋書店　賀来店
大分県 明屋書店　コスモタウン佐伯店
大分県 明屋書店　高城店
大分県 明屋書店　日田店
大分県 明林堂書店　青山店
大分県 明林堂書店　大分本店
宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　大塚台店
宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　岡富店
宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　鷹尾店
宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　たかなべ店
宮崎県 蔦屋書店　宮崎高千穂通り
宮崎県 未来屋書店　宮崎店
宮崎県 明林堂書店　日向店
宮崎県 明林堂書店　南宮崎店

鹿児島県 アシーネ　鹿児島店
鹿児島県 紀伊國屋書店　鹿児島店



鹿児島県 金海堂　出水店
鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲南通り店
鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中山店
鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　名瀬店
鹿児島県 明屋書店　川内店
鹿児島県 ブックスミスミ　オプシア店
沖縄県 ジュンク堂書店　那覇店
沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　石垣店
沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　沖縄宮古島店
沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　首里店
沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　山内店
沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　読谷店
沖縄県 戸田書店　豊見城店
沖縄県 未来屋書店　沖縄ライカム店


