
宝島社　暮らしとおしゃれ応援フェア2021秋　参加店一覧

都道府県 書店名
北海道 江別　蔦屋書店
北海道 紀伊國屋書店　札幌本店
北海道 コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店
北海道 ザ・本屋さん　エルマー店
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　岩見沢店
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　小樽店
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　サーモンパーク店
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　滝川店
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧店
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　室蘭店
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　余市店
北海道 蔦屋書店　新道駅前店
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 ブックマーケット室蘭弥生店
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　五所川原店
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田元町店
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 ツタヤブックストア　ヒロロ
岩手県 エムズエクスポ盛岡店
岩手県 ジュンク堂書店　盛岡店
岩手県 蔦屋書店　盛岡店
岩手県 東山堂　北上店
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大崎古川店
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台荒井店
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台駅前店
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台南店
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　利府店
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
宮城県 蔦屋書店　多賀城市立図書館
宮城県 未来屋書店　石巻店
秋田県 ジュンク堂書店　秋田店
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　広面店
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　湯沢店
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　横手店
山形県 ＴＳＵＴＡＹＡ　寒河江店
山形県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴岡ミーナ店
福島県 ブックマーケットいわき平店
福島県 ヤマニ書房　エブリア店
茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＯＵＴＬＥＴ　神栖店
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 丸善　日立店
茨城県 宮脇書店　水戸南店
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　竹林店
栃木県 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮南店
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
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 ツタヤブックストア　アクエル前橋
群馬県 文真堂書店　小桑原店
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊勢崎店
埼玉県 ＫａＢｏＳ　ららぽーと新三郷店
埼玉県 紀伊國屋書店　浦和パルコ店
埼玉県 紀伊國屋書店　川越店
埼玉県 駿河屋　大宮マルイ店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊奈店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大宮指扇店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　籠原店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＱＬｕＲｉ川越店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高麗川店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　坂戸八幡店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　秩父店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南古谷店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　三芳藤久保店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　嵐山店



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 東京旭屋書店　イオンモール浦和美園店
埼玉県 ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽
埼玉県 文教堂　熊谷駅店
埼玉県 文教堂書店　朝霞マルエツ店
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　東川口店
埼玉県 文真堂書店　ビバモール本庄店
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店
千葉県 ヴィレッジヴァンガード　津田沼パルコ店
千葉県 ジュンク堂書店　南船橋店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　青葉台店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鎌ケ谷店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鴨川店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐倉店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐原店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　土気店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　夏見台店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　七光台店
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 文教堂書店　茂原店
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　国分寺店
東京都 紀伊國屋書店　玉川高島屋店
東京都 コーチャンフォー　若葉台店
東京都 三省堂書店　池袋本店
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　羽村店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　東大島店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　船堀店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　町田木曽店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　三鷹北口店



東京都 蔦屋書店　稲城若葉台店
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　南大沢店
東京都 ツタヤブックストア　ＡＰＩＴ東雲店
東京都 東京旭屋書店　池袋店
東京都 ブックファースト　アトレ吉祥寺店
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　河辺店
東京都 文教堂書店　グリーンコート店
東京都 文教堂書店　中野坂上店
東京都 文教堂書店　成増店
東京都 文教堂書店　成瀬店
東京都 文教堂書店　西台店
東京都 文教堂書店　練馬高野台店
東京都 文教堂書店　南大沢店
東京都 八重洲ブックセンター　アリオ葛西店
神奈川県 ＫａＢｏＳ　藤沢店
神奈川県 ＫａＢｏＳ　宮前平店
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 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店
神奈川県 島屋書店
神奈川県 スーパーブックス伊勢治書店ダイナシティ店
神奈川県 スーパーブックス　住吉書房　元住吉店
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　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ新山下
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　横須賀粟田店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　横浜みなとみらい店
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　大和下鶴間店
神奈川県 ツタヤブックストア　川崎駅前店
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　すすき野とうきゅう店



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　平塚駅店
神奈川県 文教堂書店　星ヶ丘店
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
新潟県 コメリ書房　柏崎店
新潟県 コメリ書房　五泉店
新潟県 コメリ書房　三条店
新潟県 コメリ書房　新発田店
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　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　六日町店
新潟県 蔦屋書店　横越バイパス店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　柏崎店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊ツタヤ五泉ビッグロール店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　ＴＳＵＴＡＹＡ水原南店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　蔦屋　吉田店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊ＴＳＵＴＡＹＡ三条大崎店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　蔦屋書店　巻店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　蔦屋書店　村上店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　蔦屋書店上越ウイング店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　十日町店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　豊栄インター店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　中条店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　新津店



新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　見附国道店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　豊町店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　横越店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　四日町店
石川県 ＫａＢｏＳ　イオンモール新小松店
石川県 きくざわ書店　アルプラザ鹿島店
石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大桑店
石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店
石川県 ツタヤブックストア　イオンモール白山
石川県 文苑堂書店　鳴和店
石川県 文苑堂書店　羽咋店
石川県 平和書店　アル・プラザ加賀店
石川県 北国書林　アピタ松任店
石川県 北国書林　アルプラザ店
福井県 ＫａＢｏＳ　ベル店
福井県 ＫａＢｏＳ　ＭＥＧＡドン・キホーテ敦賀店
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　大和田店
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　新二の宮店
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　武生店
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　敦賀店
福井県 ツタヤブックストア　ワイプラザ新保店
福井県 文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店
福井県 文明堂書店　神明店
山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南アルプスガーデン店
山梨県 ＢＯＯＫＳ　ＳＥＩＢＵＮＤＯ
長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　箕輪店
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　須坂店
長野県 蔦屋書店　諏訪中洲店
長野県 蔦屋書店　千曲屋代店
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 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　ＴＳＵＴＡＹＡ　飯山店
長野県 ＭＡＲＵＺＥＮ　松本店
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 ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店
岐阜県 ＴＳＵＴＡＹＡ　多治見インター店
岐阜県 ツタヤブックストア　カラフルタウン岐阜店
岐阜県 平和書店　アル・プラザ鶴見店
岐阜県 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ長森店
静岡県 アマノ　入野店
静岡県 アマノ　布橋店
静岡県 アマノ　三方原店
静岡県 駿河屋藤枝店
静岡県 駿河屋
静岡県 駿河屋静岡本店
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　相良店
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　静岡西脇店
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　浜松中央店
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　袋井国本店
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝店
静岡県 蔦屋書店　静岡店
静岡県 蔦屋書店　平和町店
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　登呂田店
静岡県 焼津谷島屋　吉田店
静岡県 谷島屋　イオンモール浜松志都呂店
静岡県 谷島屋　サンストリート浜北店
静岡県 谷島屋　パルシェ店
静岡県 谷島屋　富士店
静岡県 谷島屋　本沢合店
静岡県 谷島屋　マークイズ静岡店
静岡県 谷島屋　三方原店
静岡県 谷島屋　流通通り店
愛知県 紀伊國屋書店　ｍｏｚｏ　ワンダーシティ店
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　岡崎インター店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　上小田井店
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　東浦店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　瑠璃光町店



愛知県 豊川堂　カルミア店
愛知県 星野書店　近鉄パッセ店
愛知県 本の王国　安城店
愛知県 本の王国　岡崎店
愛知県 本の王国　メグリア藤岡店
愛知県 未来屋書店　名西店
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 未来屋書店　津城山店
滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大津テラス店
滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　水口
滋賀県 平和書店　アル・プラザ近江八幡店
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 平和書店　フレンドタウン日野店
京都府 大垣書店　イオンモール京都桂川店
京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　精華台店
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松井山手駅前店
京都府 平和書店　らぽーる東舞鶴店
大阪府 紀伊國屋書店　アリオ鳳店
大阪府 紀伊國屋書店　梅田本店
大阪府 紀伊國屋書店　本町店
大阪府 木下書店
大阪府 木下書店　エコール店
大阪府 木下書店　下松店
大阪府 キャップ書店　河内長野店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉観音寺店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉２６号線店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　貝塚２６号線店



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　高槻南店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　東香里店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ビバモール寝屋川店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　瓢箪山駅前店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　牧野高校前店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ノ里店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　八尾老原店
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
兵庫県 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ西明石店
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 喜久屋書店　北神戸店
兵庫県 キャップ書店　逆瀬川店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　篠山店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高砂米田店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宝塚店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　西鈴蘭台店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　西脇店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ尼崎店
奈良県 キャップ書店　王寺店
和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡＷＡＹガーデンパーク和歌山
鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　弓ヶ浜店
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
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　井原店
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　笠岡富岡店
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　総社東店
岡山県 宮脇書店　ゆめタウン平島店
広島県 エディオン　蔦屋家電
広島県 紀伊國屋書店　広島店
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢丘店
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　駅家店
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　神辺店
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　啓文社　可部店
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　新涯店
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 広島　蔦屋書店
広島県 宮脇書店　ゆめタウン江田島店
広島県 宮脇書店　ゆめタウン蔵王店
広島県 宮脇書店　ゆめタウン安古市店
広島県 宮脇書店　ゆめタウン吉田店
山口県 ＴＳＵＴＡＹＡ　防府店
山口県 ＴＳＵＴＡＹＡ　山口葵店
徳島県 紀伊國屋書店　徳島店
徳島県 紀伊國屋書店　ゆめタウン徳島店
香川県 紀伊國屋書店　丸亀店
高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　四万十店
福岡県 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＨＡＫＡＴＡ
福岡県 紀伊國屋書店　久留米店
福岡県 紀伊國屋書店　福岡本店
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　共立大前店
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　サンリブ宗像店
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中洲ｇａｔｅ’ｓ店
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックガレージ　福岡志免
福岡県 福岡金文堂　姪浜南店
佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊万里店
佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　唐津店
佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　武雄店
佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鳥栖店
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　広田店
長崎県 ツタヤ　ブックストア　させぼ五番街店
熊本県 紀伊國屋書店　熊本はません店
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　八代松江店
熊本県 蔦屋書店　嘉島
宮崎県 紀伊國屋書店　アミュプラザみやざき店
鹿児島県 紀伊國屋書店　鹿児島店
鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲南通り店
鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　名瀬店
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


