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県名 市区町村 書店名

北海道 旭川市　　　 ゲオ旭川永山3条店 

北海道 旭川市　　　 ゲオ旭川神楽店

北海道 伊達市　　　 ゲオ伊達インター店

北海道 音更町　　　 ゲオ音更木野大通店

北海道 岩見沢市　　 ゲオ新岩見沢店

北海道 釧路市　　　 ゲオ釧路貝塚店

北海道 釧路市　　　 ゲオ釧路星が浦店

北海道 江別市　　　 ゲオ江別大麻店

北海道 札幌市　　　 ゲオ札幌手稲店

北海道 札幌市　　　 ゲオ札幌豊平店

北海道 札幌市　　　 ゲオ札幌北３３条店

北海道 室蘭市　　　 ゲオ室蘭東町店

北海道 小樽市　　　 ゲオ小樽店

北海道 新ひだか町　 ゲオ静内店

北海道 石狩市　　　 ゲオイオン石狩緑苑台店

北海道 千歳市　　　 ゲオ千歳駅前店

北海道 帯広市　　　 ゲオ西帯広店

北海道 滝川市　　　 ゲオ滝川東町店

北海道 稚内市　　　 ゲオ稚内店

北海道 中標津町　　 ゲオ中標津店

北海道 函館市 ゲオ函館鍛治店

北海道 函館市　　　 ゲオ函館昭和店

北海道 八雲町　　　 ゲオ八雲店

北海道 富良野市　　 ゲオ富良野店

北海道 北見市　　　 ゲオ北見南大通店

北海道 北広島市　　 ゲオ北広島店

北海道 網走市　　　 ゲオ網走店

北海道 紋別市　　　 ゲオ紋別店

青森 青森市　　　 ゲオイオンタウン青森浜田店

山形 寒河江市　　 ゲオ寒河江店

山形 東根市　　　 ゲオ東根中央店

福島 郡山市　　　 ゲオ郡山城清水店

福島 福島市　　　 宮脇書店ヨークタウン野田店

茨城 阿見町　　　 オークスブックセンター阿見店

茨城 牛久市　　　 ゲオ牛久中央店

茨城 古河市　　　 ゲオ三和店

茨城 水戸市　　　 ゲオ河和田店

茨城 潮来市　　　 大地堂・ラ・ラ・ルー店

茨城 土浦市　　　 オークスブックセンター土浦ピアタウン店

茨城 土浦市　　　 ゲオ土浦店

茨城 土浦市　　　 ゲオ木田余店

茨城 日立市　　　 ゲオ日立金沢店

栃木 宇都宮市　　 ゲオ東峰町店

栃木 佐野市　　　 ゲオ佐野高萩店

栃木 小山市　　　 ゲオ羽川店

栃木 小山市　　　 ゲオ間々田店

栃木 真岡市　　　 ゲオ並木店

栃木 足利市　　　 ゲオ足利鹿島店

栃木 足利市　　　 文真堂書店タイムクリップゲオ足利助戸店

栃木 足利市　　　 文真堂書店葉鹿店

栃木 栃木市　　　 ゲオ大平店
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栃木 那須烏山市　 ゲオからす山店

栃木 日光市　　　 ス－パ－ブックス今市店

群馬 みどり市　　 ゲオ笠懸店

群馬 みどり市　　 文真堂書店阿左美店

群馬 みどり市　　 文真堂書店大間々店

群馬 安中市　　　 文真堂書店タイムクリップゲオ安中店

群馬 伊勢崎市　　 ゲオ赤堀店

群馬 伊勢崎市　　 ゲオ連取店

群馬 館林市　　　 ゲオ館林店

群馬 館林市　　　 文真堂書店小桑原店

群馬 館林市　　　 文真堂書店瀬戸谷店

群馬 桐生市　　　 ゲオ桐生店

群馬 桐生市　　　 ゲオ新里店

群馬 桐生市　　　 文真堂書店相生店

群馬 高崎市　　　 ゲオ西吉井店

群馬 高崎市　　　 ゲオ飯塚店

群馬 高崎市　　　 ブックマンズアカデミー　高崎店

群馬 高崎市　　　 文真堂書店タイムクリップゲオ倉賀野店

群馬 高崎市　　　 文真堂書店吉井店

群馬 高崎市　　　 文真堂書店群馬町店

群馬 高崎市　　　 文真堂書店上中居店

群馬 渋川市　　　 TIME CLIP　渋川中央店

群馬 沼田市　　　 文真堂書店上原店

群馬 前橋市　　　 ゲオ片貝店

群馬 前橋市　　　 ブックマンズアカデミー前橋店

群馬 前橋市　　　 文真堂書店関根店

群馬 前橋市　　　 文真堂書店小出店

群馬 前橋市　　　 文真堂書店大胡店

群馬 前橋市　　　 文真堂書店片貝店

群馬 太田市　　　 ゲオ太田店

群馬 太田市　　　 ゲオ太田宝町店

群馬 太田市　　　 ゲオ内ヶ島店

群馬 太田市　　　 ナカムラヤニコモール店

群馬 太田市　　　 ブックマンズアカデミー太田店

群馬 太田市　　　 文真堂書店タイムクリップゲオ新井店

群馬 大泉町　　　 文真堂書店大泉店

群馬 東吾妻町　　 文真堂書店原町店

群馬 藤岡市　　　 ゲオ藤岡店

群馬 富岡市　　　 文真堂書店一の宮店

埼玉 さいたま市　 オークスブックセンター岩槻店

埼玉 さいたま市　 ゲオ原山店

埼玉 さいたま市　 さきたま書店

埼玉 さいたま市　 スーパーセカンドストリート大宮日進店

埼玉 さいたま市　 須原屋コルソ店

埼玉 ふじみ野市　 メディアライン　東京堂ふじみ野店

埼玉 越谷市　　　 ＴＳＵＴＡＹＡレイクタウン

埼玉 越谷市　　　 旭屋書店新越谷店

埼玉 越谷市　　　 文真堂書店タイムクリップゲオ北越谷店

埼玉 久喜市　　　 宮脇書店ヨーカドー久喜店

埼玉 戸田市　　　 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ戸田

埼玉 幸手市　　　 文真堂書店幸手店

埼玉 行田市　　　 ゲオ新行田店

埼玉 鴻巣市　　　 ゲオ鴻巣店

埼玉 三郷市　　　 ＫａＢｏＳららぽーと新三郷店

埼玉 春日部市　　 メディアライン春日部店



埼玉 上尾市　　　 ゲオ上尾中妻店

埼玉 上尾市　　　 ブックマルシェ上尾店

埼玉 上尾市　　　 高砂屋　ＰＡＰＡ上尾店

埼玉 深谷市　　　 ゲオ深谷上柴店

埼玉 深谷市　　　 ゲオ大沼店

埼玉 深谷市　　　 ブックマルシェ　アリオ深谷店

埼玉 川越市　　　 Ｔ’ｓＢｏｏｋｓ

埼玉 川口 本の須原屋 川口前川店

埼玉 川口市　　　 須原屋アリオ川口店

埼玉 川口市　　　 明文堂書店川口末広店

埼玉 草加市　　　 ゲオ草加新田店

埼玉 草加市　　　 文真堂書店ホ－ムズ草加舎人店

埼玉 秩父市　　　 文真堂書店タイムクリップゲオ秩父黒谷店

埼玉 鶴ヶ島市　　 スーパーブックスycvoxワカバウォーク

埼玉 東松山市　　 ゲオ東松山店

埼玉 八潮市　　　 ゲオフレスポ八潮店

埼玉 飯能市　　　 ゲオ飯能柳町店

埼玉 富士見市　　 芳林堂書店みずほ台店

埼玉 毛呂山町　　 ゲオ毛呂山店

千葉 旭市　　　　 ＢＯＯＫ＋サンモール旭店

千葉 横芝光町　　 オ－クスブックセンタ－横芝光店

千葉 我孫子市　　 ＳＣ多田屋我孫子店

千葉 我孫子市　　 ブックマルシェ我孫子店

千葉 君津市　　　 ゲオ君津外箕輪店

千葉 香取市　　　 ゲオ香取小見川店

千葉 市原市　　　 ブックスワールドアピタ市原店

千葉 市川市　　　 オークスブックセンター妙典店

千葉 市川市　　　 山下書店行徳店

千葉 市川市　　　 山下書店南行徳店

千葉 習志野市　　 ブックマルシェ津田沼店

千葉 千葉市　　　 オークスブックセンター仁戸名店

千葉 千葉市　　　 オ－クスブックセンタ－あすみが丘店

千葉 千葉市　　　 ゲオ稲毛店

千葉 千葉市　　　 ゲオ千葉都町店

千葉 千葉市　　　 ス－パ－ブックス都賀店

千葉 船橋市　　　 ブックスワールド西友北習志野店

千葉 船橋市　　　 旭屋書店船橋店

千葉 大多喜町　　 Ｂｏｏｋ　Ｌａｎｄ　オリブ

千葉 銚子市　　　 ゲオ銚子清川町店

千葉 柏市　　　　 オークスブックセンター南柏店

千葉 柏市　　　　 ス－パ－ブックス新柏店

千葉 富里市　　　 ゲオ富里店

千葉 野田市　　　 オークスメディアパーク野田店

千葉 野田市　　　 ス－パ－ブックス川間店

千葉 流山市　　　 ＳＣ多田屋流山店

東京 葛飾区　　　 ブックスキデイランド亀有店

東京 江戸川区　　 椿書房

東京 江東区　　　 丸善有明ワンザ店

東京 港区　　　　 ＢＯＯＫ＋カレッタ汐留店

東京 渋谷区　　　 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店渋谷店

東京 新宿区　　　 スーパーブックスあおい書店四谷三丁目店

東京 新宿区　　　 ブックファースト新宿店

東京 新宿区　　　 ラムラブックセンター芳進堂

東京 世田谷区　　 スーパーブックスあおい書店池尻大橋店

東京 世田谷区　　 山下書店世田谷店



東京 千代田区　　 山下書店半蔵門店

東京 足立区　　　 ス－パ－ブックス竹ノ塚駅前店

東京 足立区　　　 ぶっくらんど

東京 足立区　　　 山下書店綾瀬東口店

東京 足立区　　　 文真堂書店足立花畑店

東京 台東区　　　 明正堂アトレ上野店

東京 大田区　　　 ブックスフジ大鳥居店

東京 大田区　　　 藤乃屋書店

東京 中野区　　　 ＢＯＯＫ＋東中野店

東京 町田市　　　 久美堂四丁目店

東京 町田市　　　 久美堂小田急店

東京 町田市　　　 久美堂本町田店

東京 東久留米市　 ブックセンター滝山

東京 東久留米市　 宮脇書店ヨ－カドー堂東久留米店

東京 東村山市　　 メディアライン東村山店

東京 板橋区　　　 メディアライン大山店

東京 武蔵野市　　 ブックス・ルーエ

東京 文京区　　　 スーパーブックスあおい書店春日店

東京 豊島区　　　 ジュンク堂書店池袋店

東京 豊島区　　　 山下書店大塚店

東京 練馬区　　　 ブックスユニ桜台店

東京 練馬区　　　 メディアライン東武練馬店

神奈川 開成町　　　 ミクニ書店

神奈川 鎌倉市　　　 島森書店

神奈川 小田原市　　 伊勢治書店ダイナシティ店

神奈川 川崎市　　　 ブックポート２０３　栗平店

新潟 阿賀野市　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊ＴＳＵＴＡＹＡ水原南店

新潟 燕市　　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊燕三条店

新潟 燕市　　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊吉田店

新潟 燕市　　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊分水店

新潟 加茂市　　　 コメリ書房加茂店

新潟 見附市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊見附国道店

新潟 見附市　　　 宮脇書店見附店

新潟 五泉市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊五泉店

新潟 五泉市　　　 コメリ書房五泉店

新潟 三条市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊ＴＳＵＴＡＹＡ三条大崎店

新潟 三条市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊三条四日町店

新潟 三条市　　　 知遊堂三条店

新潟 糸魚川市　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊糸魚川店

新潟 糸魚川市　　 ブックステーションサカイ東寺町店

新潟 十日町市　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊十日町店

新潟 上越市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店上越ウイング店

新潟 上越市　　　 くまざわ書店上越店

新潟 上越市　　　 ゲオ上越高田店

新潟 上越市　　　 知遊堂上越国府店

新潟 新潟市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊横越店

新潟 新潟市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊新津北上店

新潟 新潟市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店巻店

新潟 新潟市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊豊栄インター店

新潟 新潟市　　　 くまざわ書店新潟デッキィ店

新潟 新潟市　　　 くまざわ書店新潟亀田店

新潟 新潟市　　　 くまざわ書店新潟西店

新潟 新潟市　　　 宮脇書店新潟東店

新潟 新潟市　　　 知遊堂亀貝店

新潟 新発田市　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊新発田豊町店



新潟 新発田市　　 コメリ書房新発田店

新潟 村上市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊荒川店

新潟 村上市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店村上店

新潟 胎内市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊中条店

新潟 長岡市　　　 くまざわ書店長岡店

新潟 南魚沼市　　 ゲオ塩沢店

新潟 柏崎市　　　 ＨＩＲＡＳＥＩ遊柏崎柳田店

新潟 柏崎市　　　 コメリ書房柏崎店

富山 滑川市　　　 明文堂書店滑川店

富山 魚津市　　　 文苑堂書店魚津サンプラザ店

富山 高岡市　　　 文苑堂戸出店

富山 高岡市　　　 文苑堂書店新野村店

富山 高岡市　　　 文苑堂書店福田本店

富山 射水市　　　 文苑堂書店小杉店

富山 射水市　　　 明文堂書店高岡射水店

富山 富山市　　　 清明堂マリエ店

富山 富山市　　　 文苑堂書店藤の木店

富山 富山市　　　 文苑堂書店富山豊田店

富山 富山市　　　 明文堂書店富山有沢橋店

富山 富山市　　　 明文堂新庄経堂店

石川 金沢市　　　 うつのみや金沢香林坊店

石川 金沢市　　　 うつのみや金沢百番街店

石川 金沢市　　　 うつのみや小立野店

石川 金沢市　　　 金沢ビーンズ明文堂

石川 小松市　　　 うつのみや小松城南店

石川 小松市　　　 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ　ＫＯＭＡＴＳＵ

石川 能美市　　　 ブックメイト　とくひさ

石川 野々市市　　 うつのみや金沢工大前店

石川 野々市市　　 うつのみや上林店

石川 野々市市　　 明文堂書店金沢野々市店

石川 輪島市　　　 ゲオ新輪島店

福井 大野市　　　 カドヤ書店Ｖｉｏ店

山梨 甲斐市　　　 くまざわ書店双葉店

山梨 昭和町　　　 柳正堂書店甲府昭和イトーヨーカドー店

山梨 富士吉田市　 ＢＯＯＫＳＫＡＴＯ富士吉田店

長野 伊那市　　　 いけだ書店伊那店

長野 塩尻市　　　 くまざわ書店ＧＡＺＡ広丘店

長野 松本市　　　 くまざわ書店南松本店

長野 上田市　　　 くまざわ書店上田店

長野 須坂市　　　 ゲオ須坂店

長野 長野市　　　 いけだ書店長野店

長野 飯田市　　　 平安堂飯田店

岐阜 可児市　　　 こみかるはうす可児店

岐阜 各務原市　　 カルコス各務原店

岐阜 岐阜市　　　 カルコス本店

岐阜 高山市　　　 ゲオ高山昭和店

岐阜 瑞穂市　　　 カルコス穂積店

静岡 掛川市　　　 ゲオ掛川大池店

静岡 御前崎市　　 ゲオ浜岡店

静岡 三島市　　　 くまざわ書店三島店

静岡 沼津市　　　 くまざわ書店沼津店

静岡 富士宮市　　 大垣書店イオンモ－ル富士宮店

静岡 富士市　　　 あおい書店富士店

愛知 名古屋市 こみかるはうす藤が丘店

愛知 名古屋市 こみかるはうす名古屋店



愛知 名古屋市 三省堂書店名古屋本店

愛知 みよし市　　 本のメグリア三好店

愛知 一宮市　　　 こみかるはうす尾西店

愛知 蒲郡市　　　 ゲオクラスポ蒲郡店

愛知 江南市　　　 こみかるはうす江南店

愛知 小牧市　　　 カルコス小牧店

愛知 瀬戸市　　　 こみかるはうす新瀬戸店

愛知 大口町　　　 こみかるはうす大口店

愛知 尾張旭市　　 こみかるはうすベルコート店

愛知 扶桑町　　　 カルコス扶桑店

愛知 豊田市　　　 本のメグリア本店

三重 亀山市　　　 ゲオ亀山エコー店

三重 桑名市　　　 新光堂桑名アピタ店

三重 志摩市　　　 ゲオ志摩店

三重 多気町　　　 多気ブックセンター　クリスタルタウン店

三重 鈴鹿市　　　 ゲオ鈴鹿磯山店

滋賀 甲賀市　　　 ウイング甲南店

滋賀 草津市　　　 アバンティブックセンター南草津店

滋賀 草津市　　　 ジュンク堂書店　滋賀草津店

滋賀 草津市　　　 喜久屋書店草津店

滋賀 大津市　　　 イズミヤ堅田店アミーゴ

滋賀 大津市　　　 大垣書店大津一里山店

滋賀 大津市　　　 扶桑書店

滋賀 長浜市　　　 いけだ書店長浜店

京都 亀岡市　　　 大垣書店亀岡店

京都 京都市　　　 アバンティブックセンター京都店

京都 京都市　　　 アミーゴ書店六地蔵店

京都 京都市　　　 アミ－ゴ書店白梅町店

京都 京都市　　　 イズミヤ高野店ブックアミーゴ

京都 京都市　　　 くまざわ書店京都ポルタ店

京都 京都市　　　 くまざわ書店四条烏丸店

京都 京都市　　　 くまざわ書店桃山店

京都 京都市　　　 ブックパル文苑山科店

京都 京都市　　　 ブックファーストミュー阪急桂店

京都 京都市　　　 ブックファースト四条大宮店

京都 京都市　　　 ブックファ－スト西院店

京都 京都市　　　 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店

京都 京都市　　　 大垣書店Ｋｏｔｏｃｈｉｋａ御池店

京都 京都市　　　 大垣書店イオンモール京都五条店

京都 京都市　　　 大垣書店イオンモ－ル京都桂川店

京都 京都市　　　 大垣書店ビブレ店

京都 京都市　　　 大垣書店ブックパル桂南店

京都 京都市　　　 大垣書店ブックパル五条店

京都 京都市　　　 大垣書店烏丸三条店

京都 京都市　　　 大垣書店京都ファミリー店

京都 京都市　　　 大垣書店京都ヨドバシ店

京都 京都市　　　 大垣書店京都本店

京都 京都市　　　 大垣書店高野店

京都 京都市　　　 大垣書店四条店

京都 京都市　　　 大垣書店二条駅店

京都 京都市　　　 大垣醍醐店

京都 京都市　　　 大垣伏見店

京都 精華町　　　 ＡＣＡＤＥＭＩＡけいはんな店

京都 長岡京市　　 アバンティブックセンター長岡店

大阪 堺市　　　　 福家書店アリオ鳳店



大阪 大阪市　　　 くまざわ書店ポ－ズなんばパ－クス店

大阪 大阪市　　　 くまざわ書店阿倍野店

大阪 大阪市　　　 くまざわ書店天王寺店

大阪 大阪市　　　 ブックファースト野田アプラ店

大阪 大阪市　　　 喜久屋書店阿倍野店

大阪 豊中市　　　 ブックファースト曽根店

兵庫 加古川市　　 くまざわ書店加古川店

兵庫 神戸市　　　 ゲオ新開地店

兵庫 神戸市　　　 メトロ書店　神戸御影店

兵庫 神戸市　　　 喜久屋書店神戸北町店

兵庫 神戸市　　　 大垣書店神戸ハーバーランド店

兵庫 西宮市　　　 くまざわ書店コロワ甲子園店

兵庫 尼崎市　　　 くまざわ書店あまがさき店

兵庫 明石市　　　 くまざわ書店明石店

奈良 橿原市　　　 喜久屋書店橿原店

奈良 生駒市　　　 ゲオ東生駒店

和歌山 御坊市　　　 ゲオ御坊店

和歌山 和歌山市　　 くまざわ書店和歌山店

鳥取 倉吉市　　　 ゲオ倉吉店

島根 益田市　　　 宮脇書店ゆめタウン益田店

島根 江津市　　　 宮脇書店ゆめタウン江津店

島根 出雲市　　　 宮脇書店ゆめタウン斐川店

広島 安芸高田市　 宮脇書店ゆめタウン吉田店

広島 広島市 サンリブ可部

広島 広島市　　　 アルパークブックガーデン廣文館

広島 広島市　　　 宮脇書店ゆめタウン安古市店

広島 広島市　　　 宮脇書店ゆめタウン祇園店

広島 広島市　　　 廣文館フジグラン広島店

広島 広島市　　　 廣文館広島駅ビル店

広島 広島市　　　 廣文館緑井天満屋店

広島 広島市安佐北 廣文館フジグラン高陽店

広島 広島市中区　 廣文館金座街本店

広島 江田島市　　 宮脇書店ゆめタウン江田島店

広島 三原市　　　 明屋書店フジグラン三原店

広島 三次市　　　 廣文館フレスタ三次店

広島 三次市　　　 廣文舘サングリーン三次店

広島 福山市　　　 宮脇書店ゆめタウン蔵王店

広島 福山市　　　 廣文館福山駅ビル店

山口 宇部市　　　 宮脇書店宇部店

山口 下関市　　　 明屋書店ＭＥＧＡ新下関店

山口 山口市　　　 宮脇書店湯田店

山口 山陽小野田市 ゲオ小野田店

山口 山陽小野田市 サンパーク良文堂

山口 周南市　　　 宮脇書店イオンタウン周南久米店

山口 周南市　　　 宮脇書店徳山店

愛媛 松山市　　　 明屋書店ＭＥＧＡ平田店

愛媛 松山市　　　 明屋書店空港通り店

愛媛 松山市　　　 明屋書店石井店

愛媛 新居浜市　　 明屋書店ＭＥＧＡ西の土居店

福岡 久留米市　　 紀伊國屋書店久留米店

福岡 古賀市　　　 金修堂サンリブ古賀店

福岡 行橋市　　　 福岡金文堂ゆめタウン行橋店

福岡 行橋市　　　 明屋書店行橋行事店

福岡 糸島市 福岡金文堂志摩店

福岡 宗像市 福岡金文堂ゆめタウン宗像店



福岡 大川市 福岡金文堂大川店

福岡 筑後市 福岡金文堂　ゆめモ－ル筑後店

福岡 田川市　　　 ＢＯＯＫ　ＷＯｒＭ川宮店

福岡 福岡市 ゲオ福岡土井店

福岡 福岡市 福岡金文堂本店

福岡 福岡市 福岡金文堂姪浜店

福岡 福岡市 福岡金文堂姪浜南店

福岡 福岡市　　　 ゲオ福岡姪浜駅前店

福岡 福岡市　　　 メトロ書店　ソラリアステ－ジ

福岡 福岡市　　　 メトロ書店千早店

福岡 福岡市　　　 丸善　博多店

福岡 福岡市　　　 紀伊國屋書店天神イムズ店

福岡 福岡市　　　 紀伊國屋書店福岡本店

福岡 福岡市　　　 金修堂西新店

福岡 福岡市　　　 福家書店福岡木の葉モール橋本店

福岡 福岡市　　　 文久Ｂｏｏｋｓ

福岡 福津市　　　 ゲオ福津店

福岡 北九州市　　 ゲオ北九州葛原店

佐賀 唐津市 福岡金文堂イオン唐津店

長崎 五島市　　　 ゲオ福江店

長崎 佐々町　　　 メディア館佐々店

長崎 佐世保市　　 金明堂京町店

長崎 佐世保市　　 金明堂大野モール店

長崎 佐世保市　　 金明堂日野店

長崎 佐世保市　　 福岡金文堂イオン大塔店

長崎 時津町　　　 ゲオ時津店

長崎 対馬市　　　 酒井文海堂

長崎 大村市　　　 ｃｌｉｐｓ　ｏｎ

長崎 大村市　　　 ゲオ大村店

長崎 長崎市　　　 メトロ書店本店

長崎 長崎市　　　 紀伊國屋書店長崎店

長崎 長崎市　　　 好文堂書店

長崎 諫早市　　　 明光堂書店多良見店

熊本 阿蘇市　　　 青柳書店　阿蘇店

熊本 菊池市　　　 三木誠文堂

熊本 菊陽町　　　 紀伊國屋書店熊本光の森店

熊本 熊本市　　　 金修堂書店城山店

熊本 熊本市　　　 長崎書店

熊本 小国町　　　 青柳書店　本店

熊本 水俣市　　　 ブックシティー・一心堂

大分 宇佐市　　　 ゲオ宇佐店

大分 臼杵市　　　 明屋書店臼杵野田店

大分 国東市　　　 ゲオ国東店

大分 佐伯市　　　 明屋書店コスモタウン佐伯店

大分 大分市　　　 ゲオ大分戸次店

大分 大分市　　　 紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店

大分 竹田市　　　 桜瀬書店

大分 日田市　　　 明屋書店日田店

大分 豊後大野市　 ゲオ豊後大野店

宮崎 宮崎市　　　 イズミヤ宮崎店ブックアミーゴ

宮崎 宮崎市　　　 りーぶる金海堂クロスモール店

宮崎 都城市　　　 金海堂イオン都城店

宮崎 都城市　　　 田中書店イオンモール都城駅前店

宮崎 都城市　　　 田中書店妻ヶ丘本店

宮崎 都城市　　　 田中書店川東店



宮崎 日向市　　　 ゲオ日向店

宮崎 日南市　　　 ゲオ日南店

鹿児島 薩摩川内市　 ゲオ薩摩川内店

鹿児島 鹿児島市　　 紀伊國屋書店鹿児島店

鹿児島 出水市　　　 金海堂出水店

鹿児島 枕崎市　　　 三愛書店花渡川店

鹿児島 霧島市　　　 金海堂　イオン隼人国分店

沖縄 うるま市　　 ゲオＡＢＬＯうるま店

沖縄 宮古島市 ゲオ宮古店

沖縄 那覇市　　　 ジュンク堂書店那覇店

沖縄 名護市　　　 ゲオ名護びいまた店


