
県名 地区名 書店名

北海道 旭川市 宮脇書店　旭川豊岡店

北海道 旭川市 くまざわ書店　旭川店

北海道 虻田郡 TSUTAYA　倶知安店

北海道 岩見沢市 TSUTAYA　岩見沢店

北海道 釧路郡 くまざわ書店　釧路店

北海道 釧路市 コーチャンフォー　釧路店

北海道 江別市 TSUTAYA　上江別店

北海道 札幌市厚別区 紀伊國屋書店　厚別店

北海道 札幌市厚別区 TSUTAYA　厚別ひばり店

北海道 札幌市手稲区 くまざわ書店　手稲店

北海道 札幌市清田区 宮脇書店　札幌平岡店

北海道 札幌市西区 TSUTAYA　札幌琴似店

北海道 札幌市中央区 三省堂書店　札幌店

北海道 札幌市中央区 MARUZEN＆ジュンク堂書店　札幌店

北海道 札幌市中央区 紀伊國屋書店　札幌本店

北海道 札幌市東区 宮脇書店　札幌元町店

北海道 札幌市東区 くまざわ書店　アリオ札幌店

北海道 札幌市南区 喜久屋書店　BOOKJAM西岡店

北海道 札幌市白石区 宮脇書店　東札幌店

北海道 札幌市豊平区 ヤマダ電機　テックランド札幌月寒店

北海道 室蘭市 デンコードー　TSUTAYA室蘭店

北海道 小樽市 紀伊國屋書店　小樽店

北海道 小樽市 喜久屋書店　小樽店

北海道 小樽市 TSUTAYA　小樽店

北海道 帯広市 くまざわ書店　帯広店

北海道 帯広市 くまざわ書店　帯広藤丸店

北海道 帯広市 喜久屋書店　帯広店

北海道 帯広市 ザ・本屋さん　コロニー店

北海道 帯広市 ザ・本屋さん　エルマー店

北海道 帯広市 ザ・本屋さん　いっきゅう店

北海道 苫小牧市 くまざわ書店　苫小牧店

北海道 函館市 くまざわ書店　函館ポールスター店

北海道 函館市 函館　蔦屋書店

北海道 標津郡 くまざわ書店　中標津店

北海道 名寄市 TSUTAYA　名寄店

北海道 留萌市 留萌ブックセンターby三省堂書店

青森県 むつ市 TSUTAYA　むつ店

青森県 五所川原市 くまざわ書店　五所川原店
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青森県 弘前市 宮脇書店　さくら野弘前店

青森県 弘前市 紀伊國屋書店　弘前店

青森県 弘前市 TSUTAYA　弘前店

青森県 黒石市 ブックショップかえで

青森県 上北郡 金入　下田店

青森県 青森市 宮脇書店　青森本店

青森県 青森市 TSUTAYA　浜館店

青森県 青森市 デンコードー　TSUTAYA青森中央店

青森県 青森市 成田本店　しんまち店

青森県 青森市 成田本店　サンロード店

青森県 八戸市 金入　番町店

青森県 八戸市 TSUTAYA　八戸ニュータウン店

岩手県 一関市 宮脇書店　一関店

岩手県 久慈市 宮脇書店　久慈店

岩手県 盛岡市 東山堂　イオンモール前潟盛岡店

岩手県 盛岡市 宮脇書店　盛岡渋民店

岩手県 盛岡市 MORIOKA　TSUTAYA

宮城県 黒川郡 NET21BCササエ大和吉岡店

宮城県 柴田郡 スクラム　大河原店

宮城県 石巻市 ヤマト屋書店　中里店

宮城県 仙台市宮城野区 TSUTAYA　ヨークタウン新田東店

宮城県 仙台市宮城野区 TSUTAYA　田子店

宮城県 仙台市若林区 TSUTAYA　仙台荒井店

宮城県 仙台市青葉区 くまざわ書店　エスパル仙台店

宮城県 仙台市青葉区 ヤマト屋書店　仙台三越店

宮城県 仙台市泉区 蔦屋書店　仙台泉店

宮城県 仙台市泉区 宮脇書店　泉ヶ丘店

宮城県 仙台市太白区 紀伊國屋書店　仙台店

宮城県 仙台市太白区 宮脇書店　仙台鈎取店

宮城県 仙台市太白区 TSUTAYA　ヨークタウン山田鈎取店

宮城県 登米市 宮脇書店　佐沼店

宮城県 名取市 デンコードー　TSUTAYA仙台南店

宮城県 名取市 デンコードー　岩沼店

秋田県 秋田市 宮脇書店　イオン秋田中央店

秋田県 秋田市 宮脇書店　秋田本店

秋田県 大館市 スクラム　大館店

秋田県 大館市 デンコードーET　TSUTAYA大館店

秋田県 大仙市 デンコードー　TSUTAYA大仙店
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秋田県 南秋田郡 宮脇書店　五城目店

秋田県 能代市 TSUTAYA　能代店

山形県 寒河江市 デンコードーET　TSUTAYA寒河江店

山形県 山形市 こまつ書店　寿町本店

山形県 山形市 戸田書店　山形店

山形県 上山市 本のビッグバン

山形県 東根市 デンコードー　TSUTAYA東根店

山形県 尾花沢市 文長

山形県 米沢市 ハラトク書店　本店

山形県 米沢市 宮脇書店　イオン米沢店

福島県 いわき市 ヤマニ書房　ラトブ店

福島県 いわき市 ブックエース　植田店

福島県 いわき市 ブックエース　上荒川店

福島県 会津若松市 くまざわ書店　会津若松店

福島県 郡山市 くまざわ書店　郡山店

福島県 郡山市 みどり書房　桑野店

福島県 郡山市 みどり書房　イオンタウン店

福島県 須賀川市 くまざわ書店　須賀川店

福島県 須賀川市 レオクラブTSUTAYA　須賀川東店

福島県 相馬市 文芸堂書店　相馬店

福島県 田村市 BOOKSパレット

福島県 南相馬市 TSUTAYA　南相馬店

福島県 白河市 みどり書房　白河店

福島県 福島市 いけだ書店　福島店

福島県 福島市 くまざわ書店　福島エスパル店

福島県 福島市 西沢書店　北店
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