
都道府県 地区名 店舗名 店舗詳細情報

東京都 羽村市 ブックスタマ小作店 ブックスタマ小作店　東京都羽村市栄町1-3-11　042-555-3904

東京都 葛飾区 栄真堂書店 栄真堂書店　東京都葛飾区亀有5丁目32-11　03-3605-3656

東京都 葛飾区 ブックパーク柴又店 ブックパーク柴又店　東京都葛飾区柴又5丁目13-3　03-5668-3340

東京都 葛飾区 ブックス ミヤマ ブックス ミヤマ　東京都葛飾区南水元4丁目18-10　03-5699-5470

東京都 葛飾区 セントラルブックス セントラルブックス　東京都葛飾区高砂2丁目38-6　03-3673-8560

東京都 葛飾区 いけだ書店亀有店 いけだ書店亀有店　東京都葛飾区亀有3丁目26-1　03-5680-4717

東京都 葛飾区 第一書林本店 第一書林本店　東京都葛飾区新小岩1丁目38-8　03-3653-2421

東京都 江戸川区 中里書房 中里書房　東京都江戸川区西葛西5丁目6-16　03-3688-8815

東京都 江戸川区 ぶっくらんど ぶっくらんど　東京都江戸川区平井3丁目22-19　03-5626-6056

東京都 江戸川区 森木書店 森木書店　東京都江戸川区南小岩5丁目17-16　03-3658-5667

東京都 港区 TSUTAYA TOKYO ROPPONGI TSUTAYA TOKYO ROPPONGI　東京都港区六本木6丁目11-1　03-5775-1515

東京都 港区 くまざわ書店高輪店 くまざわ書店高輪店　東京都港区高輪4丁目10-18　03-3441-8347

東京都 港区 ブックストア談浜松町店 ブックストア談浜松町店　東京都港区浜松町2丁目4-1　03-3437-5540

東京都 港区 ブックファースト城山ガーデン店 ブックファースト城山ガーデン店　東京都港区浜松町2丁目4-1　03-5776-6787

東京都 港区 むらさき書房 むらさき書房　東京都港区芝浦3丁目13-2　03-3454-8683

東京都 港区 金松堂書店 本店 金松堂書店 本店　東京都港区赤坂5丁目1-3　03-3585-0031

東京都 港区 新橋書店 新橋書店　東京都港区新橋2丁目10-3　03-5157-5432

東京都 港区 崇文堂書店 崇文堂書店　東京都港区麻布十番1丁目11-11　03-3583-5658

東京都 港区 青山ブックセンター六本木店 青山ブックセンター六本木店　東京都港区六本木6丁目1-20　03-3479-0479

東京都 港区 文教堂新橋店 文教堂新橋店　東京都港区新橋1丁目13-12　03-5251-5041

東京都 港区 文教堂赤坂店 文教堂赤坂店　東京都港区赤坂2丁目14-17　03-5573-4321

東京都 港区 明徳堂書店 明徳堂書店　東京都港区南青山7丁目14-5　03-3407-0707

東京都 港区 流水書房広尾店 流水書房広尾店　東京都港区南麻布4丁目1-29　03-5423-7081

東京都 港区 流水書房青山店 流水書房青山店　東京都港区南青山1丁目1-1　03-3470-2211



東京都 荒川区 集文堂書店 集文堂書店　東京都荒川区南千住5丁目3-16　03-3803-0531

東京都 荒川区 武藤書店 武藤書店　東京都荒川区西日暮里3丁目15-1　03-3821-3308

東京都 荒川区 埼玉屋書店 埼玉屋書店　東京都荒川区町屋2丁目8-2　03-3892-0484

東京都 国立市 増田書店 増田書店　東京都国立市中1丁目9-1　042-572-0262

東京都 三鷹市 啓文堂書店三鷹店 啓文堂書店三鷹店　東京都三鷹市下連雀3丁目35-1-301　0422-79-5840

東京都 三鷹市 文教堂三鷹駅店 文教堂三鷹駅店　東京都三鷹市下連雀3丁目46-4　0422-76-7588

東京都 渋谷区 紀伊國屋書店新宿南店 紀伊國屋書店新宿南店　東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24-2　03-5361-3301

東京都 渋谷区 有隣堂アトレ恵比寿店 有隣堂アトレ恵比寿店　東京都渋谷区恵比寿南1丁目5-5　03-5475-8384

東京都 渋谷区 ブックファースト渋谷文化村通り店 ブックファースト渋谷文化村通り店　東京都渋谷区宇田川町23-3　03-5459-3531

東京都 渋谷区 啓文堂書店渋谷店 啓文堂書店渋谷店　東京都渋谷区笹塚1丁目47-1　03-5465-2622

東京都 渋谷区 幸福書房 幸福書房　東京都渋谷区上原1丁目32-19　03-3469-6317

東京都 渋谷区 青山ブックセンター本店 青山ブックセンター本店　東京都渋谷区神宮前5丁目53-67　03-5485-5511

東京都 渋谷区 ㈱山下書店 渋谷南口店 ㈱山下書店 渋谷南口店　東京都渋谷区渋谷3丁目19-1　03-5778-0539

東京都 渋谷区 文教堂書店渋谷店 文教堂書店渋谷店　東京都渋谷区渋谷1丁目24-10　03-5468-2431

東京都 渋谷区 紀伊國屋書店渋谷店 紀伊國屋書店渋谷店　東京都渋谷区道玄坂1丁目2-2　03-3463-3241

東京都 渋谷区 金港堂書店 金港堂書店　東京都渋谷区代々木1丁目37-6　03-3370-8105

東京都 渋谷区 紀伊國屋書店笹塚店 紀伊國屋書店笹塚店　東京都渋谷区笹塚1丁目48-14　03-3485-0131

東京都 小金井市 文教堂小金井店 文教堂小金井店　東京都小金井市貫井南町1丁目8　042-386-0161

東京都 新宿区 ジュンク堂書店新宿店 ジュンク堂書店新宿店　東京都新宿区新宿3丁目29-1　03-5363-1300

東京都 新宿区 ブックファースト新宿店 ブックファースト新宿店　東京都新宿区西新宿1丁目7-3　03-5339-7611

東京都 新宿区 桔梗屋書店 桔梗屋書店　東京都新宿区下落合3丁目12-18　03-3951-5918

東京都 新宿区 三省堂書店新宿店 三省堂書店新宿店　東京都新宿区西新宿1丁目1-3　03-3343-4871

東京都 新宿区 成文堂早稲田駅前店 成文堂早稲田駅前店　東京都新宿区馬場下町5-1　03-3208-2425

東京都 新宿区 日誠堂書店 日誠堂書店　東京都新宿区大久保2丁目4-12　03-3209-7105

東京都 新宿区 博文堂書店新宿店 博文堂書店新宿店　東京都新宿区西新宿7丁目2-4　03-5330-3680

東京都 新宿区 芳林堂書店高田馬場店 芳林堂書店高田馬場店　東京都新宿区高田馬場1丁目26-5　03-3208-0241



東京都 新宿区 未来堂書店 未来堂書店　東京都新宿区高田馬場2丁目17-4-105　03-3209-0656

東京都 杉並区 ブックス・オオトリ高円寺店 ブックス・オオトリ高円寺店　東京都杉並区高円寺北2丁目8-10　03-3337-5511

東京都 杉並区 ブックセンター荻窪 ブックセンター荻窪　東京都杉並区天沼3丁目3-2　03-3393-5571

東京都 杉並区 サン・ブックス浜田山 サン・ブックス浜田山　東京都杉並区浜田山3丁目30-5　03-3329-6156

東京都 杉並区 文公堂書店 文公堂書店　東京都杉並区阿佐谷南3丁目58-1　03-3338-4012

東京都 世田谷区 博文堂書店下北沢店 博文堂書店下北沢店　東京都世田谷区北沢2丁目24-5　03-3460-1141

東京都 世田谷区 文教堂三軒茶屋店 文教堂三軒茶屋店　東京都世田谷区三軒茶屋1丁目39-7　03-5486-7695

東京都 世田谷区 正文堂 正文堂　東京都世田谷区南烏山5丁目19-12　03-3307-5437

東京都 世田谷区 住吉書房駒沢大学駅前店 住吉書房駒沢大学駅前店　東京都世田谷区上馬3丁目18-11　03-5779-8300

東京都 世田谷区 リブロ三軒茶屋店 リブロ三軒茶屋店　東京都世田谷区太子堂4丁目24-8　03-3413-9896

東京都 西東京市 正育堂書店ひばりが丘店
正育堂書店ひばりが丘店　東京都西東京市ひばりが丘北3丁目3-14　042-422-
0433

東京都 西東京市 宮脇書店東京田無店 宮脇書店東京田無店　東京都西東京市西原町3丁目3-12　042-461-4060

東京都 西東京市 保谷書店 保谷書店　東京都西東京市富士町3丁目1-19　042-462-1533

東京都 千代田区 いずみ書店南口店 いずみ書店南口店　東京都千代田区鍛冶町2丁目1-3　03-3254-8521

東京都 千代田区 ブックファースト秋葉原店
ブックファースト秋葉原店　東京都千代田区神田佐久間町1丁目6-5　03-5295-
7111

東京都 千代田区 丸善㈱丸の内本店 丸善㈱丸の内本店　東京都千代田区丸の内1丁目6-4　03-5288-8881

東京都 千代田区 啓文堂書店神田駅前店 啓文堂書店神田駅前店　東京都千代田区鍛冶町2丁目6-1　03-5298-1166

東京都 千代田区 三省堂書店神保町本店 三省堂書店神保町本店　東京都千代田区神田神保町1丁目1　03-3233-3312

東京都 千代田区 三省堂書店有楽町店 三省堂書店有楽町店　東京都千代田区有楽町2丁目10-1　03-5222-1200

東京都 千代田区 書泉グランデ 書泉グランデ　東京都千代田区神田神保町1丁目3-2　03-3295-0011

東京都 千代田区 書泉ブックタワー 書泉ブックタワー　東京都千代田区神田佐久間町1丁目11-1　03-5296-0051

東京都 千代田区 文教堂市ヶ谷店 文教堂市ヶ谷店　東京都千代田区五番町3-1　03-3556-0632

東京都 千代田区 有隣堂ヨドバシAKIBA店 有隣堂ヨドバシAKIBA店　東京都千代田区神田花岡町1　03-5298-7474

東京都 足立区 紀伊國屋書店北千住マルイ店 紀伊國屋書店北千住マルイ店　東京都足立区千住3丁目92　03-3870-8571

東京都 足立区 近代書店 近代書店　東京都足立区綾瀬1丁目39-11　03-3601-5721



東京都 足立区 小泉書店本店 小泉書店本店　東京都足立区江北7丁目14-13　03-3898-6171

東京都 足立区 文教堂書店竹ノ塚駅前店 文教堂書店竹ノ塚駅前店　東京都足立区竹の塚6丁目9-1　03-5831-0401

東京都 多摩市 アカデミアくまざわ書店桜ヶ丘店 アカデミアくまざわ書店桜ヶ丘店　東京都多摩市関戸1丁目11-1　042-337-2531

東京都 多摩市 啓文堂書店多摩センター店 啓文堂書店多摩センター店　東京都多摩市落合1丁目10-1　042-372-2288

東京都 台東区 明正堂書店アトレ上野店 明正堂書店アトレ上野店　東京都台東区上野7丁目1-1　03-5826-5866

東京都 台東区 リブロ浅草店 リブロ浅草店　東京都台東区浅草1丁目25　03-3836-7800

東京都 大田区 ㈱くらや書店本店 ㈱くらや書店本店　東京都大田区大森北1丁目26-5　03-3763-8331

東京都 大田区 京文堂書店 京文堂書店　東京都大田区大森北6丁目28-11　03-3765-4646

東京都 大田区 松村文川堂書店 松村文川堂書店　東京都大田区北馬込2丁目3-7　03-3771-8084

東京都 中央区 ブックファースト銀座コア店 ブックファースト銀座コア店　東京都中央区銀座5丁目8-20　03-3573-8889

東京都 中央区 丸善㈱日本橋店 丸善㈱日本橋店　東京都中央区日本橋2丁目3-10　03-6214-2001

東京都 中央区 金竜堂書店茅場町店 金竜堂書店茅場町店　東京都中央区日本橋茅場町3丁目8-5　03-3666-7694

東京都 中央区 弘尚堂書店 弘尚堂書店　東京都中央区築地6丁目4-9　03-3541-0333

東京都 中央区 八重洲ブックセンター本店 八重洲ブックセンター本店　東京都中央区八重洲2丁目5-1　03-3281-1811

東京都 中央区 文教堂人形町店 文教堂人形町店　東京都中央区日本橋人形町1丁目18-12　03-5652-1769

東京都 中野区 明屋書店東京中野店 明屋書店東京中野店　東京都中野区中野5丁目52-15　03-3387-8451

東京都 中野区 文教堂中野坂上店 文教堂中野坂上店　東京都中野区本町2丁目46-1　03-5358-5285

東京都 中野区 市村書店 市村書店　東京都中野区野方5丁目29-4　03-3338-7313

東京都 中野区 みどり書房 みどり書房　東京都中野区東中野4丁目1-9　03-3361-1559

東京都 中野区 BOOK FOREST BOOK FOREST　東京都中野区本町4丁目30-22　03-3384-3336

東京都 町田市 有隣堂ルミネ町田店 有隣堂ルミネ町田店　東京都町田市原町田6丁目1-11　042-723-3018

東京都 町田市 久美堂旭町店 久美堂旭町店　東京都町田市旭町1丁目4-1　042-724-0303

東京都 町田市 文教堂南成瀬店 文教堂南成瀬店　東京都町田市南成瀬1丁目3-4　042-728-0936

東京都 町田市 リブロ町田店 リブロ町田店　東京都町田市森野1丁目14-17　042-726-0570

東京都 調布市 真光書店北口本店 真光書店北口本店　東京都調布市布田1丁目36-8　042-487-2222

東京都 調布市 神代書店 神代書店　東京都調布市若葉町2丁目1-1　03-3300-5633



東京都 調布市 真光書店南口店 真光書店南口店　東京都調布市布田4丁目19-1　042-487-9165

東京都 調布市 啓文堂書店仙川店 啓文堂書店仙川店　東京都調布市仙川町1丁目43-1　03-5315-7755

東京都 東久留米市 ブックセンター滝山 ブックセンター滝山　東京都東久留米市滝山5丁目12-3　042-473-4343

東京都 八王子市 くまざわ書店八王子店 くまざわ書店八王子店　東京都八王子市旭町2-11　042-625-1201

東京都 板橋区 文教堂成増店 文教堂成増店　東京都板橋区成増1丁目29　03-5383-7379

東京都 板橋区 高島平南天堂 高島平南天堂　東京都板橋区高島平8丁目5-6　03-3935-6227

東京都 板橋区 矢崎書店 矢崎書店　東京都板橋区仲宿56-16　03-3961-0418

東京都 板橋区 比留間書店 比留間書店　東京都板橋区上板橋2丁目31-15　03-3933-1616

東京都 板橋区 ㈲ブックタウン ㈲ブックタウン　東京都板橋区板橋2丁目64-15　03-3961-8221

東京都 板橋区 大地屋書店大山店 大地屋書店大山店　東京都板橋区大山町32-2　03-3955-5734

東京都 板橋区 法文堂書店 法文堂書店　東京都板橋区大山町24-9　03-3974-2705

東京都 品川区 有隣堂アトレ大井町店 有隣堂アトレ大井町店　東京都品川区大井1丁目2-1　03-5709-7361

東京都 品川区 有隣堂目黒店 有隣堂目黒店　東京都品川区上大崎2丁目16-7　03-3442-1231

東京都 品川区 小山ブックセンタ‐ 小山ブックセンタ－　東京都品川区荏原3丁目8-14-102　03-3782-3665

東京都 品川区 明屋書店五反田店 明屋書店五反田店　東京都品川区西五反田1丁目3-8　03-3492-3881

東京都 品川区 ブックファースト レミィ五反田店
ブックファースト レミィ五反田店　東京都品川区東五反田2丁目1-2　03-6408-
1811

東京都 品川区 文星堂ThinkPark店 文星堂ThinkPark店　東京都品川区大崎2丁目1-1　03-5436-3530

東京都 品川区 芳林堂書店大井町店 芳林堂書店大井町店�東京都品川区東大井5丁目7-13�03-3474-4946

東京都 品川区 明昭館書店 明昭館書店　東京都品川区戸越2丁目1-4　03-3782-3472

東京都 府中市 啓文堂書店府中店 啓文堂書店府中店　東京都府中市府中町1丁目3-6　042-366-3151

東京都 武蔵野市 ブックス・ルーエ ブックス・ルーエ　東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目14-3　0422-22-5677

東京都 武蔵野市 啓文堂書店吉祥寺東急店
啓文堂書店吉祥寺東急店　東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1-25　0422-79-
5070

東京都 武蔵野市 紀伊國屋書店吉祥寺店 紀伊國屋書店吉祥寺店　東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目3-1　0422-21-1810

東京都 武蔵野市 ブックスいずみ ブックスいずみ　東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目4-1　0422-48-1779

東京都 福生市 ブックスタマ福生店 ブックスタマ福生店　東京都福生市大字福生1076　042-552-8141



東京都 文京区 ブックス ユニ本郷店 ブックス ユニ本郷店　東京都文京区本郷4丁目37-15　03-3812-2324

東京都 文京区 往来堂書店 往来堂書店　東京都文京区千駄木2丁目47-11　03-5685-0807

東京都 文京区 文永堂書店 文永堂書店　東京都文京区本郷2丁目27-18　03-5800-3444

東京都 豊島区 ジュンク堂書店池袋本店 ジュンク堂書店池袋本店　東京都豊島区南池袋2丁目15-5　03-5956-6111

東京都 豊島区 リブロ池袋店 リブロ池袋店　東京都豊島区南池袋1丁目28-1　03-5949-2910

東京都 豊島区 リブロ東池袋店 リブロ東池袋店　東京都豊島区東池袋3丁目4-3　03-5954-7730

東京都 豊島区 旭屋書店池袋店 旭屋書店池袋店　東京都豊島区西池袋1丁目11-1　03-3986-0311

東京都 豊島区 ㈱山下書店大塚店 ㈱山下書店大塚店　東京都豊島区北大塚2丁目14-2　03-3915-2254

東京都 豊島区 四季書房 四季書房　東京都豊島区長崎4丁目8-14　03-3956-2346

東京都 豊島区 新栄堂書店サンシャインシティアルバ店
新栄堂書店サンシャインシティアルバ店　東京都豊島区東池袋3丁目1-2　03-
3986-2345

東京都 豊島区 文川堂書店 文川堂書店　東京都豊島区巣鴨3丁目27-6　03-3918-2920

東京都 墨田区 くまざわ書店錦糸町店 くまざわ書店錦糸町店　東京都墨田区錦糸2丁目2-1　03-5610-3034

東京都 墨田区 スワニー書房 スワニー書房　東京都墨田区京島1丁目39-1-114　03-3612-7288

東京都 墨田区 ブックストア談錦糸町店 ブックストア談錦糸町店　東京都墨田区江東橋3丁目14-5　03-3635-1841

東京都 墨田区 リブロ錦糸町店 リブロ錦糸町店　東京都墨田区江東橋4丁目27-14　03-3846-2707

東京都 墨田区 松北堂書店 松北堂書店　東京都墨田区江東橋3丁目8-7-103　03-3631-2523

東京都 墨田区 墨田書房 墨田書房　東京都墨田区向島5丁目50-14　03-3611-3682

東京都 目黒区 ブックファースト自由が丘店 ブックファースト自由が丘店　東京都目黒区自由が丘1丁目8-21　03-5731-8891

東京都 目黒区 ミツノ書店 ミツノ書店　東京都目黒区上目黒2丁目16-12　03-3712-5289

東京都 目黒区 一弘堂書店 一弘堂書店　東京都目黒区原町1丁目11-3　03-3712-7014

東京都 目黒区 ㈱不二屋書店 ㈱不二屋書店　東京都目黒区自由が丘2丁目11-3　03-3718-5311

東京都 目黒区 恭文堂書店 恭文堂書店　東京都目黒区鷹番3丁目3-19　03-3712-4049

東京都 目黒区 中目黒ブックセンター 中目黒ブックセンター　東京都目黒区上目黒3丁目7-6　03-3792-1212

東京都 目黒区 芳林堂書店祐天寺店 芳林堂書店祐天寺店　東京都目黒区五本木1丁目11-8　03-3792-2561

東京都 立川市 オリオン書房ノルテ店 オリオン書房ノルテ店　東京都立川市曙町2丁目1-1-801　042-527-2311



東京都 立川市 オリオン書房ルミネ店 オリオン書房ルミネ店　東京都立川市曙町2丁目42-1　042-522-1231

東京都 練馬区 宮脇書店練馬店 宮脇書店練馬店　東京都練馬区北町6丁目31-1　03-3559-3252

東京都 練馬区 リブロ光が丘店 リブロ光が丘店　東京都練馬区光が丘5丁目1-1　03-3976-7404

東京都 練馬区 竹島書店江古田南口店 竹島書店江古田南口店　東京都練馬区旭丘1丁目77-3　03-3953-7733

東京都 練馬区 ブックス ユニ桜台店 ブックス ユニ桜台店　東京都練馬区桜台1丁目4-14　03-3992-7500

東京都 練馬区 山崎書店 山崎書店　東京都練馬区中村北4丁目6-13　03-3990-9317

東京都 練馬区 文教堂光が丘店 文教堂光が丘店　東京都練馬区高松5丁目5-1　03-5372-0864

神奈川県 横浜市西区 栄松堂書店ジョイナス4F店
栄松堂書店ジョイナス4F店　神奈川県横浜市西区南幸1丁目5-1-405　045-321-
6831

神奈川県 厚木市 有隣堂厚木店 有隣堂厚木店　神奈川県厚木市中町2丁目6-24　046-223-4111

神奈川県 横浜市西区 丸善横浜ポルタ店 丸善横浜ポルタ店　神奈川県横浜市西区高島2丁目16-1　045-453-6811

神奈川県 横浜市鶴見区 ブックポート２０３ ブックポート２０３　神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目6-25　045-505-0203

神奈川県 横浜市青葉区 有隣堂たまプラーザ店
有隣堂たまプラーザ店　神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目7SC　045-903-
2191

神奈川県 横浜市旭区 文教堂鶴ヶ峰店 文教堂鶴ヶ峰店　神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰2丁目30　045-373-0968

神奈川県 横浜市瀬谷区 相鉄ブック三ツ境店 相鉄ブック三ツ境店　神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境2-19　045-391-7992

神奈川県 川崎市中原区 TSUTAYA小杉店 TSUTAYA小杉店　神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目420-5　044-739-5508

神奈川県 横浜市都筑区 文教堂港北ニュータウン店
文教堂港北ニュータウン店　神奈川県横浜市都筑区荏田東4丁目4-11　045-
941-6540

神奈川県 横浜市青葉区 文教堂青葉台駅前店 文教堂青葉台駅前店　神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目6-14　045-989-0030

神奈川県 横浜市港北区 文教堂新横浜駅店 文教堂新横浜駅店　神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目6-4　045-474-3535

神奈川県 川崎市中原区 コスモブックス中原店
コスモブックス中原店　神奈川県川崎市中原区下小田中1丁目28-17　044-766-
1874

神奈川県 藤沢市 有隣堂藤沢店 有隣堂藤沢店　神奈川県藤沢市南藤沢2-1-1　0466-26-1411

神奈川県 横浜市青葉区 ブックファースト青葉台店
ブックファースト青葉台店　神奈川県横浜市青葉区青葉台2丁目1-1　045-989-
1781

神奈川県 横浜市西区 紀伊國屋書店横浜店 紀伊國屋書店横浜店　神奈川県横浜市西区高島2丁目18-1　045-450-5901



神奈川県 横浜市港北区 天一書房日吉店 天一書房日吉店　神奈川県横浜市港北区日吉2丁目1-1　045-565-0211

神奈川県 川崎市多摩区 住吉書房登戸店 住吉書房登戸店　神奈川県川崎市多摩区登戸3398-1　044-932-1000

神奈川県 横浜市西区 第七有隣堂藤棚店 第七有隣堂藤棚店　神奈川県横浜市西区藤棚町1丁目43　045-231-4041

神奈川県 横浜市西区 文学館書店 文学館書店　神奈川県横浜市西区中央2丁目6-4　045-322-0583

神奈川県 横浜市港北区 天一書房大倉山店 天一書房大倉山店　神奈川県横浜市港北区大倉山2丁目2-8　045-545-0301

神奈川県 横浜市都筑区 文教堂横浜北山田店
文教堂横浜北山田店　神奈川県横浜市都筑区北山田2丁目16-13　045-590-
1277

神奈川県 大和市 文教堂中央林間店 文教堂中央林間店　神奈川県大和市中央林間4丁目6-3　046-275-4165

神奈川県 横浜市鶴見区 青馬堂書店本店 青馬堂書店本店　神奈川県横浜市鶴見区矢向6丁目12-11　045-571-4603

神奈川県 横浜市西区 有隣堂ルミネ店 有隣堂ルミネ店　神奈川県横浜市西区高島2丁目16-1　045-453-0811

神奈川県 横浜市中区 ㈲高橋書店 ㈲高橋書店　神奈川県横浜市中区元町2丁目85　045-664-7371

神奈川県 横浜市港北区 天一書房綱島店 天一書房綱島店　神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目6-19-15　045-543-0100

神奈川県 横浜市戸塚区 有隣堂戸塚モディ店 有隣堂戸塚モディ店　神奈川県横浜市戸塚区戸塚町10　045-881-2661

神奈川県 横浜市港南区 ブックスキタミ港南台店
ブックスキタミ港南台店　神奈川県横浜市港南区港南台4丁目17-22　045-831-
3246

神奈川県 横浜市旭区 島森書店二俣川店 島森書店二俣川店　神奈川県横浜市旭区二俣川1丁目43-28　045-367-1233

神奈川県 川崎市川崎区 有隣堂川崎BE店 有隣堂川崎BE店　神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1　044-200-6831

神奈川県 川崎市中原区 住吉書房新丸子西口駅前店
住吉書房新丸子西口駅前店　神奈川県川崎市中原区新丸子町740　044-711-
8832

神奈川県 藤沢市 文教堂鵠沼店 文教堂鵠沼店　神奈川県藤沢市鵠沼　海岸6丁目10-17　0466-30-1360

神奈川県 秦野市 伊勢原書店秦野店 伊勢原書店秦野店　神奈川県秦野市曽屋5909-3　0463-83-0841

神奈川県 横浜市中区 祥雲堂本店 祥雲堂本店　神奈川県横浜市中区本牧三之谷1-16　045-621-0794

神奈川県 横浜市都筑区 紀伊國屋書店ららぽーと横浜店
紀伊國屋書店ららぽーと横浜店　神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1　045-
938-4481

神奈川県 川崎市川崎区 有隣堂アゼリア店 有隣堂アゼリア店　神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-2-106　044-245-1231

神奈川県 川崎市麻生区 ブックポート２０３栗平店 ブックポート２０３栗平店　神奈川県川崎市麻生区栗平2丁目16-1　044-988-2033

神奈川県 横須賀市 平坂書房モアーズ店 平坂書房モアーズ店　神奈川県横須賀市若松町2丁目30　046-822-2655



神奈川県 横浜市栄区 文教堂栄上郷店 文教堂栄上郷店　神奈川県横浜市栄区長倉町1-1387-1　045-895-3220

神奈川県 横浜市青葉区 有限会社 青葉書店 有限会社 青葉書店　神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目36　045-973-1093

神奈川県 相模原市 文教堂橋本店 文教堂橋本店　神奈川県相模原市東橋本2丁目19-7　042-774-5581

神奈川県 川崎市中原区 住吉書房本社店 住吉書房本社店　神奈川県川崎市中原区木月1丁目22-7　044-433-1313

神奈川県 茅ヶ崎市 ㈲長谷川書店南口駅前店 ㈲長谷川書店南口駅前店　神奈川県茅ヶ崎市幸町2-10-106　0467-82-4728

神奈川県 川崎市中原区 中原ブックランド本店 中原ブックランド本店　神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目1　044-711-2346

神奈川県 厚木市 文教堂R412店 文教堂R412店　神奈川県厚木市林1丁目2-10　046-221-4787

神奈川県 横浜市中区 大野屋書店 大野屋書店　神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目136　045-261-0030

神奈川県 川崎市中原区 文教堂新城駅店 文教堂新城駅店　神奈川県川崎市中原区上新城2丁目1-17　044-798-5011

神奈川県 川崎市高津区 大地堂書店 大地堂書店　神奈川県川崎市高津区久地4丁目12-1　044-822-4767

神奈川県 横浜市神奈川区ミヤコヤ書店 ミヤコヤ書店　神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目9-1　045-401-9801

神奈川県 横浜市磯子区 ブックスキタミ上中里店 ブックスキタミ上中里店　神奈川県横浜市磯子区上中里町851　045-774-7732

神奈川県 横浜市金沢区 勝田書店 勝田書店　神奈川県横浜市金沢区泥亀1丁目25-3　045-701-7701

神奈川県 横浜市港北区 住吉書房日吉店 住吉書房日吉店　神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目18-21　045-561-8855

神奈川県 横浜市港北区 三省堂書店新横浜店
三省堂書店新横浜店　神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目100-45　045-478-
5520

神奈川県 横浜市瀬谷区 中根書店 中根書店　神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4丁目5-7　045-301-0075

神奈川県 横浜市泉区 文教堂弥生台店 文教堂弥生台店　神奈川県横浜市泉区弥生台36-30　045-813-8585

神奈川県 横浜市都筑区 ブックセンターよむよむ横浜仲町台店
ブックセンターよむよむ横浜仲町台店　神奈川県横浜市都筑区仲町台1丁目28
045-944-4646

神奈川県 川崎市幸区 北野書店 北野書店　神奈川県川崎市幸区鹿島田1153　044-511-5491

神奈川県 川崎市高津区 文教堂溝の口本店 文教堂溝の口本店　神奈川県川崎市高津区久本3丁目1-28　044-812-0063

神奈川県 川崎市高津区 文教堂上作延店 文教堂上作延店　神奈川県川崎市高津区上作延234　044-866-4332

神奈川県 川崎市高津区 住吉書房高津店 住吉書房高津店　神奈川県川崎市高津区二子5丁目1-2　044-811-5005

神奈川県 川崎市宮前区 文華堂書店 文華堂書店　神奈川県川崎市宮前区鷺沼1丁目2-1　044-854-2333

神奈川県 川崎市麻生区 オダキュウブックメイツ新百合ヶ丘店
オダキュウブックメイツ新百合ヶ丘店　神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目17-1
044-952-1250



神奈川県 平塚市 サクラ書店駅ビル店 サクラ書店駅ビル店　神奈川県平塚市宝町1-1　0463-23-2751

神奈川県 横浜市鶴見区 さつき書店 さつき書店　神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目28-29　045-581-5887

神奈川県 横浜市鶴見区 光玄書房 光玄書房　神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目3-18　045-501-5763

神奈川県 横浜市西区 有隣堂横浜西口店 有隣堂横浜西口店　神奈川県横浜市西区南幸1丁目4　045-311-6265

神奈川県 横浜市中区 芳林堂書店関内店 芳林堂書店関内店　神奈川県横浜市中区真砂町3丁目33　045-681-0065

神奈川県 横浜市中区 有隣堂本店 有隣堂本店　神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1丁目4-1　045-261-1231

神奈川県 横浜市南区 一心堂書店 一心堂書店　神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町161　045-731-1410

神奈川県 横浜市保土ヶ谷区翠光書房 翠光書房　神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川1丁目1-3　045-381-5346

神奈川県 横浜市金沢区 平坂書房能見台店 平坂書房能見台店　神奈川県横浜市金沢区能見台3丁目1-1　045-772-2747

神奈川県 横浜市港北区 みどり書房 みどり書房　神奈川県横浜市港北区綱島西4丁目13-11　045-541-8228

神奈川県 横浜市戸塚区 リブロ東戸塚店 リブロ東戸塚店　神奈川県横浜市戸塚区品濃町536-1　045-828-2444

神奈川県 横浜市泉区 ブックスキタミ山手台店 ブックスキタミ山手台店　神奈川県横浜市泉区岡津町121-1　045-812-5791

神奈川県 横浜市泉区 いずみ野二宮書店南口店 いずみ野二宮書店南口店　神奈川県横浜市泉区和泉町5735-1　045-803-8428

神奈川県 横浜市青葉区 ブックスＤＯ ブックスＤＯ　神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目7-5　045-981-6688

神奈川県 川崎市幸区 うさぎ屋書店 うさぎ屋書店　神奈川県川崎市幸区下平間135-1　044-511-2068

神奈川県 川崎市中原区 文教堂新城店 文教堂新城店　神奈川県川崎市中原区上新城2丁目11-27　044-755-6901

神奈川県 川崎市高津区 文教堂パークシティ店 文教堂パークシティ店　神奈川県川崎市高津区久本3丁目6-20　044-833-3330

神奈川県 川崎市高津区 文教堂梶ヶ谷店 文教堂梶ヶ谷店　神奈川県川崎市高津区末長120-2　044-888-6071

神奈川県 川崎市高津区 流水書房ＫＳＰ店 流水書房ＫＳＰ店　神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2-1　044-819-2313

神奈川県 川崎市多摩区 大塚書店読売ランド駅前店
大塚書店読売ランド駅前店　神奈川県川崎市多摩区西生田3丁目9-27　044-
955-2230

神奈川県 川崎市多摩区 オダキュウブックメイツ生田店
オダキュウブックメイツ生田店　神奈川県川崎市多摩区生田7丁目8-4　044-934-
9830

神奈川県 川崎市宮前区 住吉書房宮崎台1号店 住吉書房宮崎台1号店　神奈川県川崎市宮前区宮崎2丁目12-1　044-865-8751

神奈川県 川崎市麻生区 ブックスひろみ ブックスひろみ　神奈川県川崎市麻生区上麻生5丁目44-27　044-987-2266

神奈川県 川崎市麻生区 大塚書店本店 大塚書店本店　神奈川県川崎市麻生区百合丘1丁目1　044-955-8057

神奈川県 鎌倉市 文教堂大船モール店 文教堂大船モール店　神奈川県鎌倉市岡本1238　0467-42-8810



神奈川県 茅ヶ崎市 文教堂茅ヶ崎円蔵店 文教堂茅ヶ崎円蔵店　神奈川県茅ヶ崎市円蔵1348-1　0467-50-1133

神奈川県 相模原市 くまざわ書店相模大野店 くまざわ書店相模大野店　神奈川県相模原市相模大野3丁目8-1　042-767-1285

神奈川県 伊勢原市 文教堂書店伊勢原とうきゅう店
文教堂書店伊勢原とうきゅう店　神奈川県伊勢原市桜台1丁目3-3　0463-96-
5880

神奈川県 三浦郡葉山町 文教堂葉山店 文教堂葉山店　神奈川県三浦郡葉山町一色1465-1　046-878-6564

神奈川県 川崎市川崎区 進行堂書店 進行堂書店　神奈川県川崎市川崎区東田町10-33　044-222-7402

千葉県 柏市 ウイングブックセンター ウイングブックセンター　千葉県柏市末広町1-1　04-7148-2021

千葉県 松戸市 堀江良文堂松戸店 堀江良文堂松戸店　千葉県松戸市新松戸4丁目1　047-309-5610

千葉県 船橋市 ときわ書房本店 ときわ書房本店　千葉県船橋市本町4丁目2-17　047-424-0750

千葉県 千葉市中央区 中島書店 中島書店　千葉県千葉市中央区中央3丁目3-5　043-224-2448

千葉県 柏市 浅野書店 浅野書店　千葉県柏市柏1丁目1-20　04-7164-2040

千葉県 市川市 BOOKS英光堂 BOOKS英光堂　千葉県市川市南行徳1丁目16-1　047-399-8020

千葉県 船橋市 芳林堂書店津田沼店 芳林堂書店津田沼店　千葉県船橋市前原西2丁目18-1　047-478-3737

千葉県 八千代市 ときわ書房八千代台店 ときわ書房八千代台店　千葉県八千代市八千代台北1丁目1　047-481-5580

千葉県 印西市 すばる書店千葉ニュータウン店 すばる書店千葉ニュータウン店　千葉県印西市中央南2丁目5　0476-45-9800

千葉県 千葉市美浜区 ブックストア談幕張店 ブックストア談幕張店　千葉県千葉市美浜区ひび野2丁目4-2　043-299-0413

千葉県 船橋市 未来屋書店高根木戸店 未来屋書店高根木戸店　千葉県船橋市習志野台1丁目1-3　047-469-3136

千葉県 船橋市 東京旭屋書店船橋店 東京旭屋書店船橋店　千葉県船橋市本町7丁目1-1　047-424-7331

千葉県 千葉市花見川区精文館書店花見川店
精文館書店花見川店　千葉県千葉市花見川区作新台6丁目19-28　043-216-
9420

千葉県 千葉市稲毛区 アシーネ千葉長沼店 アシーネ千葉長沼店　千葉県千葉市稲毛区長沼町330-50　043-215-3531

千葉県 市川市 椿書房本八幡店 椿書房本八幡店　千葉県市川市八幡3丁目4-1　047-322-3501

千葉県 柏市 新栄堂書店 新栄堂書店　千葉県柏市大津ケ丘4丁目28-11　04-7191-8624

千葉県 浦安市 すばる書店さくら通り店 すばる書店さくら通り店　千葉県浦安市堀江1丁目35-17　047-381-8841

千葉県 市川市 ブックス・オオトリ本八幡店 ブックス・オオトリ本八幡店　千葉県市川市南八幡4丁目2-1　047-378-2227

千葉県 千葉市中央区 多田屋千葉中央店 多田屋千葉中央店　千葉県千葉市中央区本千葉町15-1-C-102　043-224-7715

千葉県 四街道市 くまざわ書店四街道店 くまざわ書店四街道店　千葉県四街道市鹿渡934-13　043-304-9311



千葉県 木更津市 博文堂書店木更津店 博文堂書店木更津店　千葉県木更津市大和1丁目1-15　0438-25-5760

千葉県 松戸市 オークスブックセンター松戸五香店
オークスブックセンター松戸五香店　千葉県松戸市五香西3丁目1-4　047-389-
1194

千葉県 習志野市 大和屋書店本店 大和屋書店本店　千葉県習志野市大久保3丁目11-19　047-472-0552

千葉県 浦安市 有隣堂アトレ新浦安店 有隣堂アトレ新浦安店　千葉県浦安市入船1丁目1-1　047-305-0511

千葉県 千葉市中央区 中島書店蘇我店 中島書店蘇我店　千葉県千葉市中央区南町2丁目8-9　043-266-2448

千葉県 千葉市稲毛区 ブックス能瀬 ブックス能瀬　千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目19-18　043-246-7877

千葉県 船橋市 すばる書店西船橋店 すばる書店西船橋店千葉県船橋市印内町594-1　047-434-1622

千葉県 松戸市 ときわ書房新松戸店 ときわ書房新松戸店　千葉県松戸市新松戸4丁目1　047-309-5610

千葉県 佐倉市 青山書店 青山書店　千葉県佐倉市大崎台1丁目2-7　043-486-8812

千葉県 習志野市 丸善津田沼店 丸善津田沼店　千葉県習志野市谷津7丁目7-1　047-470-8311

千葉県 袖ヶ浦市 多田屋ダイエー長浦店 多田屋ダイエー長浦店　千葉県袖ケ浦市長浦駅前1丁目7　0438-63-1387

千葉県 松戸市 学友堂本店 学友堂本店　千葉県松戸市常盤平2丁目9-4　047-388-9369

埼玉県 川口市 長嶋書店 長嶋書店　埼玉県川口市西川口3丁目30-15　048-253-5259

埼玉県 さいたま市大宮区ジュンク堂書店大宮ロフト店
ジュンク堂書店大宮ロフト店　埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目60　048-640-
3111

埼玉県 さいたま市大宮区紀伊國屋書店さいたま新都心店
紀伊國屋書店さいたま新都心店　埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目267-11
048-600-0830

埼玉県 さいたま市中央区ブックデポ書楽 ブックデポ書楽　埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目3-5　0120-49-4619

埼玉県 越谷市 博文堂書店千間台店 博文堂書店千間台店　埼玉県越谷市千間台東1丁目3-1　048-979-2571

埼玉県 和光市 書楽和光店 書楽和光店　埼玉県和光市本町3-23　048-469-3920

埼玉県 新座市 旭屋書店志木店 旭屋書店志木店　埼玉県新座市東北2丁目38-10　048-487-6165

埼玉県 川口市 ゴコーブックス ゴコーブックス　埼玉県川口市西川口1丁目22-19　048-257-0052

埼玉県 さいたま市桜区 井原書店 井原書店　埼玉県さいたま市桜区町谷1丁目16-15　048-865-0945

埼玉県 所沢市 芳林堂書店所沢駅ビル店 芳林堂書店所沢駅ビル店　埼玉県所沢市日吉町1-11　04-2925-5355

埼玉県 越谷市 BOOKSみゆき越谷店 BOOKSみゆき越谷店　埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16-6　048-966-5755

埼玉県 坂戸市 ブックセンター坂戸店 ブックセンター坂戸店　埼玉県坂戸市日の出町5-30　049-288-0017



埼玉県 鶴ヶ島市 ブックス鶴ヶ島インター ブックス鶴ヶ島インター　埼玉県鶴ヶ島市脚折町4丁目9-1　049-279-3334

埼玉県 さいたま市浦和区須原屋本店 須原屋本店　埼玉県さいたま市浦和区仲町2丁目3-20　048-822-5321

埼玉県 蕨市 須原屋蕨店 須原屋蕨店　埼玉県蕨市塚越1丁目4-2　048-444-1211

埼玉県 さいたま市大宮区さきたま書店 さきたま書店　埼玉県さいたま市大宮区大成町3丁目545　048-651-2877

埼玉県 川越市 ブックスゴロー霞ヶ関店 ブックスゴロー霞ヶ関店　埼玉県川越市大字的場2218-4　049-234-5056

埼玉県 熊谷市 くまざわ書店アズセカンド店 くまざわ書店アズセカンド店　埼玉県熊谷市筑波2丁目115　048-525-6204

埼玉県 所沢市 いけだ書店所沢店 いけだ書店所沢店　埼玉県所沢市日吉町12-1　04-2928-3271

埼玉県 さいたま市桜区 ㈱一清堂 ㈱一清堂　埼玉県さいたま市桜区大字上大久保720-2　048-853-1100

埼玉県 さいたま市浦和区洋々堂書店 洋々堂書店　埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目5-17　048-833-7850

埼玉県 川口市 文教堂川口店 文教堂川口店　埼玉県川口市芝下3丁目36-27　048-262-5758

埼玉県 川口市 サイトウ書舗 サイトウ書舗　埼玉県川口市並木3丁目6-24　048-251-1273

埼玉県 所沢市 菊屋書店 菊屋書店　埼玉県所沢市小手指町3丁目20-Q-103　04-2949-0496

埼玉県 狭山市 新生堂書店新狭山駅前店 新生堂書店新狭山駅前店　埼玉県狭山市新狭山2丁目8-9　04-2969-4341

埼玉県 上尾市 インサイドブックス インサイドブックス　埼玉県上尾市大字大谷本郷719-1　048-726-0308

埼玉県 越谷市 栄昌堂書店 栄昌堂書店　埼玉県越谷市南越谷1丁目26-7-105 048-966-0738

埼玉県 蕨市 内山書店 内山書店　埼玉県蕨市中央1丁目3-9　048-432-3070

埼玉県 戸田市 福仙堂北戸田店 福仙堂北戸田店　埼玉県戸田市大字新曽2226-3　048-442-9728

埼玉県 志木市 みやかわ書店中宗岡店 みやかわ書店中宗岡店　埼玉県志木市中宗岡3丁目6-36　048-475-1010

埼玉県 狭山市 文教堂狭山店 文教堂狭山店　埼玉県狭山市狭山台1丁目4　04-2959-9500

茨城県 つくば市 ACADEMIAイーアスつくば店
ACADEMIAイーアスつくば店　茨城県つくば市下平塚研究学園C50街区　029-
868-7407

茨城県 つくば市 くまざわ書店つくば店 くまざわ書店つくば店　茨城県つくば市小野崎278-1　029-860-5197


