
暮らしとおしゃれ応援フェア2022春　開催書店

北海道 イオン　静内店

北海道 イオン　登別店

北海道 岡書　帯広イーストモール

北海道 紀伊國屋書店　札幌本店

北海道 ゲオ　旭川永山３条店

北海道 ゲオ　イオン石狩緑苑台店

北海道 ゲオ　北広島店

北海道 ゲオ　北見南大通店

北海道 ゲオ　札幌手稲店

北海道 ゲオ　新岩見沢店

北海道 ゲオ　滝川東町店

北海道 ゲオ　伊達インター店

北海道 ゲオ　千歳駅前店

北海道 ゲオ　中標津店

北海道 ゲオ　函館鍛治店

北海道 ゲオ　函館昭和店

北海道 ゲオ　富良野店

北海道 ゲオ　室蘭東町店

北海道 ゲオ　紋別店

北海道 ゲオ　八雲店

北海道 ゲオ　稚内店

北海道 コーチャンフォー　北見店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧バイパス店

北海道 ブックマーケット　室蘭弥生店

北海道 文教堂書店　琴似駅前店

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　西野３条店

北海道 文教堂書店　函館昭和店

北海道 文教堂書店　湯ノ川店

青森県 ゲオ　イオンタウン青森浜田店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田店

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 ツタヤブックストア　ヒロロ

青森県 未来屋書店　八戸店

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

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台荒井店

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

山形県 ゲオ　寒河江店

山形県 ゲオ　東根中央店

福島県 ゲオ　ヨークタウン福島野田店

福島県 ブックマーケット　いわき平店

福島県 みどり書房　イオンタウン店

福島県 みどり書房　桑野店

福島県 みどり書房　白河店

福島県 みどり書房　二本松店

福島県 みどり書房　福島南店

茨城県 ゲオ　牛久中央店

茨城県 ゲオ　河和田店

茨城県 ゲオ　木田余店

茨城県 ゲオ　三和店

茨城県 ゲオ　土浦店

茨城県 未来屋書店　土浦店

栃木県 ゲオ　足利鹿島店

栃木県 ゲオ　大平店

栃木県 ゲオ　佐野高萩店

栃木県 ゲオ　間々田店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　小山ロブレ店

栃木県 文真堂書店タイムクリップ　足利助戸店

群馬県 ゲオ　飯塚店

群馬県 ゲオ　内ケ島店

群馬県 ゲオ　笠懸店

群馬県 ゲオ　館林店

群馬県 ゲオ　新里店

群馬県 ゲオ　藤岡店

群馬県 ブックマンズアカデミー　高崎店

群馬県 文真堂書店タイムクリップ　大間々店

埼玉県 イオン　大宮西店書籍売場

埼玉県 紀伊國屋書店　浦和パルコ店

埼玉県 紀伊國屋書店　さいたま新都心店

埼玉県 ゲオ　大沼店

埼玉県 ゲオ　鴻巣店

埼玉県 ゲオ　新行田店

埼玉県 ゲオ　草加新田店



埼玉県 ゲオ　東松山店

埼玉県 ゲオ　フレスポ八潮店

埼玉県 ゲオ　毛呂山店

埼玉県 駿河屋　大宮マルイ店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鴻巣吹上店

埼玉県 東京旭屋書店　イオンモール浦和美園店

埼玉県 東京旭屋書店　新越谷店

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 文真堂書店タイムクリップ　幸手店

埼玉県 未来屋書店　羽生店

千葉県 ヴィレッジヴァンガード　津田沼パルコ店

千葉県 紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店

千葉県 くまざわ書店　木更津店

千葉県 くまざわ書店　馬込沢店

千葉県 くまざわ書店　四街道店

千葉県 ゲオ　君津外箕輪店

千葉県 ゲオ　富里店

千葉県 ときわ書房　八千代台店

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

千葉県 WonderGoo茂原店

東京都 駅前の本屋まこと

東京都 紀伊國屋書店　国分寺店

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 東京旭屋書店　池袋店

東京都 明屋書店　中野ブロードウェイ店

東京都 文教堂書店　青戸店

東京都 文教堂書店　赤坂店

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　大崎店

東京都 文教堂書店　河辺店

東京都 文教堂書店　東陽町駅前店

東京都 文教堂書店　中野坂上店



東京都 文教堂書店　人形町店

東京都 文教堂書店　二子玉川店

東京都 未来屋書店　板橋店

東京都 リブロ　浅草店

神奈川県 紀伊國屋書店　横浜店

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 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　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　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

神奈川県 丸善　ラゾーナ川崎店

新潟県 ゲオ　塩沢店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　糸魚川店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　小千谷インター店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　柏崎店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　三条店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　高田西店

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　分水店

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

長野県 ゲオ　大豆島店

長野県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　ＴＳＵＴＡＹＡ　飯山店

長野県 平安堂　新長野店



岐阜県 大垣書店　岐阜高島屋店

岐阜県 喜久屋書店　大垣店

岐阜県 ゲオ　高山昭和店

岐阜県 こみかるはうす　鵜沼店

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 未来屋書店　各務原店

静岡県 アマノ　有玉店

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 江崎書店　ベイドリーム清水店

静岡県 駿河屋

静岡県 駿河屋　静岡本店

静岡県 駿河屋　藤枝店

静岡県 明屋書店　イケヤ磐田東店

静岡県 明屋書店　イケヤ湖西店

静岡県 明屋書店　イケヤ高丘店

静岡県 明屋書店　掛川西郷店

静岡県 明屋書店　浜松渡瀬店

静岡県 ひまわりＢＯＯＫＳ　函南店

静岡県 文具館コバヤシ　長田店

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　アピタ磐田店

静岡県 谷島屋　イオンモール浜松志都呂店

静岡県 谷島屋　磐田店

静岡県 谷島屋　サンストリート浜北店

静岡県 谷島屋　浜松本店

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　富士宮店

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　ららぽーと磐田店

静岡県 谷島屋　ららぽーと沼津店

静岡県 谷島屋　流通通り店

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 紀伊國屋書店　ｍｏｚｏ　ワンダーシティ店

愛知県 こみかるはうす　大口店

愛知県 こみかるはうす　藤が丘駅前店

愛知県 こみかるはうす　ベルコート店

愛知県 三省堂書店　名古屋本店

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 本のメグリア　本店

愛知県 未来屋書店　守山店

三重県 ゲオ　志摩店

三重県 ゲオ　鈴鹿磯山店

三重県 ゲオ　久居インター店

三重県 本の王国　コミック＆キッズ館

三重県 未来屋書店　津城山店

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 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 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　ハイパーブックス八日市

滋賀県 サンミュージック　守山店

滋賀県 ブックハウスひらがき　Ａスクエア店

京都府 大垣書店　イオンモール京都桂川店

京都府 平和書店　アル・プラザ宇治東店

大阪府 紀伊國屋書店　梅田本店

大阪府 紀伊國屋書店　グランフロント大阪店

大阪府 キャップ書店　河内長野店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　堺プラットプラット店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　大正千島店

大阪府 文教堂書店　淀屋橋店

大阪府 丸善　高島屋堺店

大阪府 ライフ　巽店

兵庫県 うかいや書店　島田店

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 くまざわ書店　コロワ甲子園店

兵庫県 ブックスキヨスク　尼崎店

兵庫県 ブックスユートピア　野間店

兵庫県 未来屋書店　姫路大津店



兵庫県 未来屋書店　姫路リバーシティ店

奈良県 キャップ書店　王寺店

奈良県 ジュンク堂書店　奈良店

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 宮脇書店　ゆめタウン平島店

広島県 廣文館　フレスタ三次店

広島県 ジュンク堂書店　広島駅前店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢丘店

広島県 明屋書店　フジグラン三原店

広島県 ＭＡＲＵＺＥＮ　広島店

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 ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店ゆめタウン徳山店

山口県 明屋書店　厚狭店

山口県 明屋書店　今宿店

山口県 明屋書店　小郡店

山口県 明屋書店　下松店

山口県 明屋書店　下関長府店

山口県 明屋書店　富田店

山口県 明屋書店　長門店

山口県 明屋書店　萩店

山口県 明屋書店　東岐波店

山口県 明屋書店　光店

山口県 明屋書店　緑町店

山口県 明屋書店　南岩国店

山口県 明屋書店　宮野店

山口県 明屋書店　ＭＥＧＡ大内店

山口県 明屋書店　ＭＥＧＡ新下関店

山口県 明屋書店　柳井店

徳島県 キダブン

愛媛県 ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店　アエル店

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　今治別宮店

愛媛県 明屋書店　今治本店

愛媛県 明屋書店　内子店

愛媛県 明屋書店　宇和島明倫店



愛媛県 明屋書店　宇和店

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　川東店

愛媛県 明屋書店　喜田村店

愛媛県 明屋書店　西条福武店

愛媛県 明屋書店　西条本店

愛媛県 明屋書店　東予店

愛媛県 明屋書店　新居浜松木店

愛媛県 明屋書店　平井店

愛媛県 明屋書店　広見店

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　南宇和店

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 明屋書店　八幡浜店

愛媛県 Ｈａｒｕｙａ　Ｓｐｉｒｉｔｓ石手店

高知県 金高堂

高知県 金高堂　朝倉ブックセンター

高知県 金高堂　土佐山田店

高知県 金高堂　野市店

高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　安芸店

高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いの店

高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　御座店

高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　四万十店

高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　土佐道路店

高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店

高知県 明屋書店　四万十川店

高知県 明屋書店　宿毛店

福岡県 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＨＡＫＡＴＡ

福岡県 ゲオ　飯塚幸袋店

福岡県 ゲオ　北九州葛原店

福岡県 ゲオ　福津店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　サンリブ宗像店

福岡県 明屋書店　伊加利店

福岡県 明屋書店　くりえいと宗像店

福岡県 明屋書店　小倉沼新町店

福岡県 明屋書店　小倉南店

福岡県 明屋書店　豊前店

福岡県 明屋書店　行橋行事店



佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　武雄店

長崎県 ゲオ　時津店

長崎県 ゲオ　福江店

長崎県 福岡金文堂　イオン大塔店

熊本県 紀伊國屋書店　あらおシティモール店

熊本県 紀伊國屋書店　熊本はません店

熊本県 金龍堂　まるぶん店

熊本県 金龍堂　八代ファースト文庫店

熊本県 蔦屋書店　嘉島

熊本県 明屋書店　サンロードシティ熊本店

熊本県 明屋書店　多良木店

熊本県 明屋書店　錦店

熊本県 明屋書店　免田店

熊本県 ブックスまるぶん　イオン天草店

大分県 明屋書店　宇佐店

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　中央町店

大分県 明屋書店　中津本店

大分県 明屋書店　日田店

大分県 明屋書店　豊後高田店

宮崎県 ＦＣ明屋書店　川南店

宮崎県 ゲオ　日南店

宮崎県 ゲオ　日向店

宮崎県 ＪＡ明屋書店　高千穂店

宮崎県 ブックスミスミ　日向店

鹿児島県 ゲオ　薩摩川内店

鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲南通り店

鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　吉野店

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 ゲオ　名護びいまた店


