
フェア開催店舗一覧

都道府県 書店名
北海道 ゲオ 中標津店
北海道 ゲオ 伊達インター店
北海道 ゲオ 北見南大通店
北海道 ゲオ 千歳駅前店
北海道 ゲオ 室蘭東町店
北海道 ゲオ 函館昭和店
北海道 ゲオ 滝川東町店
北海道 ゲオ 富良野店
北海道 ゲオ 札幌手稲店
北海道 ゲオ 紋別店
北海道 ゲオ 新岩見沢店
北海道 ゲオ 稚内店
北海道 ゲオ イオン石狩緑苑台店
北海道 ゲオ 釧路星が浦店
北海道 ゲオ 函館鍛治店
北海道 ゲオ 旭川永山３条店
北海道 ゲオ 江別大麻店
北海道 ゲオ 八雲店
北海道 ゲオ 網走店
北海道 ゲオ 北広島店
北海道 ゲオ 静内店
北海道 ゲオ 旭川神楽店
北海道 ゲオ 豊平店
北海道 喜久屋書店 小樽店
青森県 ゲオ イオンタウン青森浜田店
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ 八戸ニュータウン店
岩手県 エムズエクスポ盛岡店
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ 築館店
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ 富谷大清水店
秋田県 ミライア 本荘店
山形県 ＴＳＵＴＡＹＡ 鶴岡ミーナ店
山形県 ゲオ 東根中央店
山形県 未来屋書店 天童店



山形県 ゲオ 寒河江店
福島県 ブックエース 小名浜店
福島県 ブックエース 植田店
福島県 ブックエース イオンモールいわき小名浜店
福島県 ブックエース 上荒川店
福島県 ゲオ ヨークタウン福島野田店
茨城県 ブックエース 勝田東石川店
茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ ＬＡＬＡガーデンつくば
茨城県 ブックエース 結城店
茨城県 川又書店 県庁店
茨城県 ブックエース 茨大前店
茨城県 ブックエース 坂東店
茨城県 ブックエース 下館店
茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ ピアシティ石岡店
茨城県 川又書店 エクセル店
茨城県 ブックエース 日立鮎川店
茨城県 ブックエース 総和店
茨城県 ブックエース 東海店
茨城県 ブックエース 新取手店
茨城県 ブックエース 下妻店
茨城県 ブックエース 見和店
茨城県 ブックエース 酒門店
茨城県 ゲオ 三和店
茨城県 ゲオ 牛久中央店
茨城県 ゲオ 木田余店
茨城県 ゲオ 土浦店
茨城県 ゲオ 河和田店
栃木県 ゲオ 佐野高萩店
栃木県 ゲオ 間々田店
栃木県 ゲオ 足利鹿島店
栃木県 ゲオ 大平店
栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ 小山ロブレ店
栃木県 ゲオ からす山店
栃木県 ゲオ 並木店
栃木県 文真堂書店 葉鹿店
群馬県 ゲオ 藤岡店



群馬県 ゲオ 館林店
群馬県 ゲオ 笠懸店
群馬県 ゲオ 内ケ島店
群馬県 ゲオ 伊勢崎南店
群馬県 ゲオ 新里店
群馬県 ゲオ 片貝店
群馬県 ゲオ 飯塚店
群馬県 ゲオ 西吉井店
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 上原店
群馬県 文真堂書店タイムクリップ 新井店
群馬県 文真堂書店タイムクリップ 倉賀野店
群馬県 文真堂書店タイムクリップ 群馬町店
埼玉県 ブックエース 春日部１６号線店
埼玉県 ブックエース 杉戸店
埼玉県 明文堂書店 ＴＳＵＴＡＹＡ戸田
埼玉県 パルコブックセンター 新所沢店
埼玉県 ゲオ フレスポ八潮店
埼玉県 ゲオ 大沼店
埼玉県 ゲオ 東松山店
埼玉県 ゲオ 毛呂山店
埼玉県 ゲオ 新行田店
埼玉県 ゲオ 鴻巣店
埼玉県 文教堂書店 東川口店
埼玉県 文教堂書店 川口駅店
埼玉県 文教堂書店 岩槻店
埼玉県 文教堂 熊谷駅店
埼玉県 ゲオ 草加新田店
埼玉県 ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽
埼玉県 紀伊國屋書店 浦和パルコ店
埼玉県 東京旭屋書店 志木店
埼玉県 ゲオ 深谷上柴店
埼玉県 ＫａＢｏＳ ららぽーと新三郷店
埼玉県 文真堂書店 ビバモール本庄店
埼玉県 文真堂書店タイムクリップ 幸手店
千葉県 ブックエース 成田赤坂店



千葉県 ゲオ 富里店
千葉県 文教堂書店 小倉台店
千葉県 文教堂書店 茂原店
千葉県 文教堂書店 行徳店
千葉県 文教堂書店 浦安西友店
千葉県 ゲオ 君津外箕輪店
東京都 東京堂書店 神田神保町店
東京都 三省堂書店 池袋本店
東京都 文教堂書店 成増店
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 西台店
東京都 文教堂書店 赤羽店
東京都 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＨＩＢＵＹＡ
東京都 東京旭屋書店 池袋店
神奈川県 文教堂書店 溝ノ口駅前店
神奈川県 文教堂書店 立場店
神奈川県 文教堂書店 溝ノ口本店
神奈川県 文教堂書店 伊勢原店
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 湘南とうきゅう店
神奈川県 文教堂 ＬＩＶＩＮよこすか店
神奈川県 文教堂 横須賀ＭＯＲＥʼＳ店
神奈川県 文教堂書店 Ｒ４１２店
神奈川県 丸善 ラゾーナ川崎店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ 鶴ケ峰駅前店
神奈川県 有隣堂 本店
新潟県 ゲオ 塩沢店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊 蔦屋書店 巻店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊 新津店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊 蔦屋 吉田店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊 蔦屋書店 村上店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊 柏崎店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊 見附国道店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊 十日町店
富山県 明文堂書店 富山新庄経堂店



富山県 ＢＯＯＫＳなかだ 本店 本館
石川県 ゲオ 新輪島店
石川県 ＫａＢｏＳ イオンモール新小松店
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 敦賀店
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 武生店
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 新二の宮店
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 大和田店
福井県 ＫａＢｏＳ ベル店
山梨県 未来屋書店 甲府昭和店
⾧野県 ＴＳＵＴＡＹＡ 箕輪店
⾧野県 ゲオ 大豆島店
⾧野県 ゲオ 須坂店
⾧野県 西沢書店
岐阜県 草叢ＢＯＯＫＳ 各務原店
岐阜県 カルコス 本店
岐阜県 ゲオ 高山昭和店
岐阜県 喜久屋書店 大垣店
岐阜県 未来屋書店 各務原店
岐阜県 こみかるはうす 関店
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
静岡県 ゲオ 掛川大池店
愛知県 白沢書店
愛知県 星野書店 近鉄パッセ店
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 名古屋空港店
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 こみかるはうす 藤が丘駅前店
愛知県 こみかるはうす 大口店
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 未来屋書店 四日市尾平店
三重県 ゲオ 志摩店
三重県 ゲオ 亀山エコー店
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

京都府 大垣書店 イオンモール京都桂川店

京都府 ライフ 太秦店

京都府 ライフ 二条駅前店

大阪府 未来屋書店 茨木店

大阪府 キャップ書店 河内⾧野店

大阪府 ゲオ くらわんか枚方店

大阪府 ライフ 国分店

大阪府 ライフ 巽店

大阪府 ライフ 門真店

大阪府 ライフ 関目店

兵庫県 くまざわ書店 コロワ甲子園店

奈良県 ライフ 大淀店

広島県 フタバ図書 ツタヤ アルティ福山店

広島県 フタバ図書ツタヤ アルティアルパーク北棟

広島県 フタバ図書 ツタヤ ＴＥＲＡ広島府中店

広島県 フタバ図書 ツタヤ ＭＥＧＡ中筋店

広島県 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ 広店

広島県 フタバ図書 ツタヤ ＧＩＧＡ呉駅レクレ店

広島県 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ 八本松店

広島県 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ 五日市福屋店

広島県 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ 海田店

広島県 フタバ図書 ツタヤ 可部センター店

広島県 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ 大竹店

広島県 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ 三次店

広島県 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ 広大前店

広島県 フタバ図書 ツタヤ ＧＩＧＡ上安店

広島県 フタバ図書 ツタヤ ＧＩＧＡ祗園店

広島県 フタバ図書 ツタヤ ＧＩＧＡ五日市店

広島県 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ 横川店

山口県 フタバ図書ツタヤ ギガフレスタモール岩国

山口県 フタバ図書 ツタヤ ＧＩＧＡ防府店



山口県 ヴィレッジヴァンガードイオンタウン防府店

福岡県 フタバ図書 ツタヤ ＴＥＲＡイオン福岡店

福岡県 フタバ図書 ツタヤ ＧＩＧＡ福岡春日店

福岡県 ゲオ 北九州葛原店

福岡県 ゲオ 福津店

福岡県 ゲオ 福岡姪浜駅前店

福岡県 ゲオ アーバンモール新宮中央店

福岡県 未来屋書店 直方店

福岡県 紀伊國屋書店 久留米店

福岡県 ゲオ 飯塚幸袋店

福岡県 ゲオ 福岡土井店

⾧崎県 ゲオ 時津店

⾧崎県 ゲオ 福江店

大分県 ゲオ 宇佐店

大分県 ゲオ 大分国東店

宮崎県 ゲオ 日向店

宮崎県 ゲオ 日南店

鹿児島県 ゲオ 姶良店

鹿児島県 ゲオ 薩摩川内店

沖縄県 ゲオ 名護びいまた店

沖縄県 ゲオ 宮古店


