
県名 地区名 書店名

茨城県 つくば市 ACADEMIA　イーアスつくば店

茨城県 つくば市 TSUTAYA　LALAガーデンつくば

茨城県 つくば市 未来屋書店　つくば店

茨城県 ひたちなか市 WonderGOO　ひたちなか店

茨城県 ひたちなか市 ブックエース　勝田東石川店

茨城県 ひたちなか市 リブロ　ひたちなか店

茨城県 ひたちなか市 蔦屋書店　ひたちなか店

茨城県 稲敷市 WonderGOO　東店

茨城県 稲敷市 未来屋書店　西代店

茨城県 猿島郡 WonderGOO　境FiSS店

茨城県 下妻市 ブックエース　下妻店

茨城県 下妻市 未来屋書店　下妻店

茨城県 笠間市 WonderGOO　BL友部店

茨城県 笠間市 川又書店　笠間店

茨城県 牛久市 ゲオ　牛久中央店

茨城県 牛久市 WonderGOO　ひたち野うしく店

茨城県 結城市 ブックエース　結城店

茨城県 古河市 福家書店　古河店

茨城県 古河市 宮脇書店　ヨーカドー古河店

茨城県 古河市 セキグチ書店

茨城県 行方市 WonderGOO　玉造店

茨城県 坂東市 ブックエース　坂東店

茨城県 鹿嶋市 TSUTAYA　鹿嶋宮中店

茨城県 取手市 くまざわ書店　取手店

茨城県 取手市 宮脇書店　取手本店

茨城県 取手市 ブックエース　新取手店

茨城県 守谷市 フタバ図書　TERA守谷店

茨城県 常総市 WonderGOO　BL石下店

茨城県 常陸大宮市 WonderGOO　新常陸大宮店

茨城県 神栖市 ベイシア　神栖店

茨城県 神栖市 TSUTAYA　鹿嶋南店

茨城県 神栖市 WonderGOO　鹿島店

茨城県 水戸市 丸善　水戸京成店

茨城県 水戸市 ブックエース　見和店

茨城県 水戸市 未来屋書店　水戸内原店

茨城県 水戸市 ブックエース　酒門店

茨城県 水戸市 川又書店　県庁店

茨城県 水戸市 川又書店　エクセル店
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茨城県 石岡市 WonderGOO　新石岡店

茨城県 石岡市 TSUTAYA　ピアシティ石岡店

茨城県 筑西市 ブックエース　下館店

茨城県 潮来市 大地堂　ララルー店

茨城県 土浦市 オークスブックセンター　土浦ピアタウン店

茨城県 土浦市 ゲオ　木田余店

茨城県 土浦市 ゲオ　土浦店

茨城県 東茨城郡 WonderGOO　水戸南店

茨城県 東茨城郡 宮脇書店　水戸南店

茨城県 那珂郡 WonderGOO　東海店

茨城県 那珂郡 ブックエース　東海店

茨城県 那珂市 WonderGOO　新那珂店

茨城県 日立市 ゲオ　日立金沢店

茨城県 日立市 永盛書店　日高店

茨城県 日立市 ブックエース　日立鮎川店

茨城県 日立市 WonderGOO　日立田尻店

茨城県 鉾田市 WonderGOO　鉾田店

栃木県 さくら市 ベイシア　さくら氏家店

栃木県 さくら市 ビッグワンTSUTAYA　さくら店

栃木県 宇都宮市 くまざわ書店　アピタ宇都宮店

栃木県 宇都宮市 くまざわ書店　宇都宮インターパーク店

栃木県 宇都宮市 くまざわ書店　宇都宮店

栃木県 宇都宮市 紀伊國屋書店　宇都宮店

栃木県 宇都宮市 うさぎや　宇都宮テクノ店

栃木県 塩谷郡 サンライズ　高根沢店

栃木県 下都賀郡 宮脇書店　野木店

栃木県 鹿沼市 bigone　books　鹿沼店

栃木県 真岡市 WonderGOO　BL真岡店

栃木県 足利市 くまざわ書店　足利コムファースト店

栃木県 大田原市 ハートランド　東武大田原店

栃木県 那須烏山市 ベイシア　烏山店

栃木県 那須烏山市 ゲオ　からす山店

栃木県 那須塩原市 ブックスわかまつ

栃木県 那須塩原市 ハートブックス　400号西那須野店

群馬県 みどり市 タイムクリップ　大間々店

群馬県 みどり市 文真堂書店　阿左美店

群馬県 安中市 タイムクリップ　安中店

群馬県 伊勢崎市 くまざわ書店　伊勢崎店
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群馬県 伊勢崎市 文真堂書店　連取本町店

群馬県 伊勢崎市 蔦屋書店　伊勢崎茂呂店

群馬県 伊勢崎市 蔦屋書店　伊勢崎平和町店

群馬県 伊勢崎市 蔦屋書店　伊勢崎宮子店

群馬県 桐生市 文真堂書店　広沢店

群馬県 吾妻郡 文真堂書店　原町店

群馬県 高崎市 ブックマンズアカデミー　高崎店

群馬県 高崎市 くまざわ書店　高崎店

群馬県 高崎市 タイムクリップ　倉賀野店

群馬県 高崎市 文真堂書店　上中居店

群馬県 高崎市 タイムクリップ　上並榎店

群馬県 高崎市 ヤマダ電機　LABI1高崎店

群馬県 高崎市 戸田書店　高崎店

群馬県 佐波郡 タマムラブックセンター

群馬県 沼田市 文真堂書店　上原店

群馬県 前橋市 文真堂書店　小出店

群馬県 前橋市 文真堂書店　大胡店

群馬県 前橋市 文真堂書店　関根店

群馬県 前橋市 紀伊國屋書店　前橋店

群馬県 前橋市 蔦屋書店　前橋みなみモール店

群馬県 太田市 ブックマンズアカデミー　太田店

群馬県 太田市 蔦屋書店　太田店

群馬県 北群馬郡 蔦屋書店　前橋吉岡店

埼玉県 さいたま市浦和区 須原屋　本店

埼玉県 さいたま市浦和区 紀伊國屋書店　浦和パルコ店

埼玉県 さいたま市大宮区 三省堂書店　大宮店

埼玉県 さいたま市大宮区 ブックファースト　ルミネ大宮店

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

埼玉県 さいたま市中央区 BookDepot書楽

埼玉県 さいたま市南区 須原屋　武蔵浦和店

埼玉県 さいたま市北区 くまざわ書店　宮原店

埼玉県 さいたま市緑区 東京旭屋書店　イオンモール浦和美園店

埼玉県 さいたま市緑区 くまざわ書店　東浦和店

埼玉県 ふじみ野市 くまざわ書店　上福岡東店

埼玉県 羽生市 未来屋書店　羽生店

埼玉県 越谷市 タイムクリップ　北越谷店

埼玉県 越谷市 TSUTAYA　レイクタウン店

埼玉県 越谷市 東京旭屋書店　新越谷店
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埼玉県 久喜市 くまざわ書店　久喜店

埼玉県 久喜市 ACADEMIA　菖蒲店

埼玉県 久喜市 くまざわ書店　鷲宮店

埼玉県 久喜市 蔦屋書店　フォレオ菖蒲店

埼玉県 熊谷市 くまざわ書店　アズセカンド店

埼玉県 熊谷市 戸田書店　熊谷店

埼玉県 熊谷市 蔦屋書店　熊谷店

埼玉県 幸手市 タイムクリップ　幸手店

埼玉県 鴻巣市 宮脇書店　鴻巣店

埼玉県 三郷市 KaBoS　ららぽーと新三郷店

埼玉県 三郷市 宮脇書店　埼玉三郷店

埼玉県 児玉郡 くまざわ書店　上里店

埼玉県 春日部市 ブックエース　春日部16号線店

埼玉県 春日部市 TSUTAYA　春日部店

埼玉県 所沢市 ブックスタマ　所沢店

埼玉県 上尾市 いけだ書店　上尾店

埼玉県 上尾市 旭屋書店　アリオ上尾店

埼玉県 上尾市 TSUTAYA　上尾原市店

埼玉県 新座市 TSUTAYA　ひばりが丘店

埼玉県 川越市 いけだ書店　アトレマルヒロ川越店

埼玉県 川越市 くまざわ書店　的場店

埼玉県 川越市 紀伊國屋書店　川越店

埼玉県 川口市 須原屋　川口前川店

埼玉県 川口市 くまざわ書店　ララガーデン川口店

埼玉県 川口市 紀伊國屋書店　そごう川口店

埼玉県 川口市 東武ブックス　西川口店

埼玉県 草加市 文真堂書店　ホームズ草加舎人店

埼玉県 草加市 くまざわ書店　草加店

埼玉県 秩父市 くまざわ書店　秩父店

埼玉県 朝霞市 TSUTAYA　みはら本店

埼玉県 東松山市 蔦屋書店　東松山店

埼玉県 入間市 紀伊國屋書店　入間丸広店

埼玉県 比企郡 蔦屋書店　川島インター店

埼玉県 比企郡 蔦屋書店　滑川店

埼玉県 北本市 宮脇書店　北本店

埼玉県 本庄市 蔦屋書店　本庄早稲田店

埼玉県 和光市 くまざわ書店　和光店

埼玉県 蕨市 くまざわ書店　蕨錦町店
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千葉県 旭市 WonderGOO　旭店

千葉県 印西市 宮脇書店　印西牧の原店

千葉県 鎌ケ谷市 くまざわ書店　新鎌ケ谷店

千葉県 香取市 ゲオ　香取小見川店

千葉県 香取市 多田屋　佐原店

千葉県 佐倉市 すばる書店　佐倉店

千葉県 四街道市 くまざわ書店　四街道店

千葉県 市原市 ACADEMIA　ちはら台店

千葉県 市川市 住吉書房　シャポー本八幡店

千葉県 市川市 住吉書房　シャポー市川店

千葉県 市川市 福家書店　市川店

千葉県 松戸市 くまざわ書店　松戸店

千葉県 松戸市 くまざわ書店　松戸新田店

千葉県 成田市 くまざわ書店　公津店

千葉県 成田市 ブックエース　成田赤坂店

千葉県 千葉市稲毛区 宮脇書店　稲毛長沼原店

千葉県 千葉市稲毛区 くまざわ書店　稲毛店

千葉県 千葉市稲毛区 宮脇書店　イオン稲毛店

千葉県 千葉市花見川区 くまざわ書店　幕張店

千葉県 千葉市中央区 くまざわ書店　蘇我店

千葉県 千葉市中央区 三省堂書店　そごう千葉店

千葉県 千葉市中央区 三省堂書店　カルチャーステーション千葉店

千葉県 千葉市美浜区 くまざわ書店　フェリア店

千葉県 千葉市美浜区 くまざわ書店　プレナ幕張店

千葉県 船橋市 東京旭屋書店　船橋店

千葉県 船橋市 くまざわ書店　ららぽーと店

千葉県 船橋市 ACADEMIAくまざわ書店　津田沼P店

千葉県 船橋市 TSUTAYA　夏見台店

千葉県 銚子市 ゲオ　銚子清川町店

千葉県 柏市 KaBoS　ららぽーと柏の葉店

千葉県 柏市 くまざわ書店　モラージュ柏店

千葉県 柏市 紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店

千葉県 柏市 浅野書店

千葉県 八千代市 くまざわ書店　八千代台店

千葉県 八千代市 TSUTAYA　勝田台店

千葉県 茂原市 蔦屋書店　茂原店

千葉県 木更津市 くまざわ書店　木更津店

千葉県 流山市 紀伊國屋書店　流山おおたかの森店
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東京都 稲城市 くまざわ書店　稲城店

東京都 稲城市 蔦屋書店　稲城若葉台店

東京都 羽村市 ブックスタマ　小作店

東京都 羽村市 ブックセンターよむよむ　羽村店

東京都 葛飾区 BOOKSキデイランド　亀有店

東京都 葛飾区 TSUTAYA　水元店

東京都 葛飾区 TSUTAYA　亀有店

東京都 江戸川区 くまざわ書店　船堀店

東京都 江戸川区 住吉書房　シャポー小岩店

東京都 江戸川区 TSUTAYA　船堀店

東京都 江東区 くまざわ書店　豊洲店

東京都 江東区 紀伊國屋書店　ららぽーと豊洲店

東京都 港区 あおい書店　六本木店

東京都 港区 くまざわ書店　品川店

東京都 港区 くまざわ書店　高輪店

東京都 港区 くまざわ書店　アクアシティお台場店

東京都 港区 TSUTAYA　神谷町駅前店

東京都 荒川区 くまざわ書店　南千住店

東京都 荒川区 TSUTAYA　町屋店

東京都 国分寺市 BOOKS隆文堂

東京都 国分寺市 紀伊國屋書店　国分寺店

東京都 三鷹市 松栄堂書店

東京都 三鷹市 TSUTAYA　深大寺店

東京都 三鷹市 啓文堂書店　三鷹店

東京都 渋谷区 紀伊國屋書店　西武渋谷店

東京都 渋谷区 紀伊國屋書店　笹塚店

東京都 小金井市 くまざわ書店　IY武蔵小金井店

東京都 小金井市 くまざわ書店　武蔵小金井北口店

東京都 昭島市 八重洲ブックセンター　IY拝島店

東京都 昭島市 くまざわ書店　昭島店

東京都 昭島市 ブックスオオトリ　昭島店

東京都 新宿区 あおい書店　四谷三丁目店

東京都 新宿区 くまざわ書店　東京オペラシティ店

東京都 新宿区 紀伊國屋書店　新宿本店

東京都 杉並区 八重洲ブックセンター　ルミネ荻窪店

東京都 世田谷区 あおい書店　池尻大橋店

東京都 世田谷区 三省堂書店　成城店

東京都 世田谷区 住吉書房　駒沢大学駅前店
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東京都 世田谷区 三省堂書店　経堂店

東京都 世田谷区 紀伊國屋書店　玉川高島屋店

東京都 西多摩郡 未来屋書店　日の出店

東京都 西東京市 博文堂書店　田無店

東京都 西東京市 TSUTAYA　保谷駅前店

東京都 青梅市 ブックスタマ　千ケ瀬店

東京都 千代田区 三省堂書店　神保町本店

東京都 千代田区 三省堂書店　有楽町店

東京都 足立区 ブックファースト　ルミネ北千住店

東京都 足立区 くまざわ書店　イトーヨーカドー綾瀬店

東京都 足立区 紀伊國屋書店　北千住マルイ店

東京都 足立区 くまざわ書店　西新井店

東京都 足立区 文真堂書店　足立花畑店

東京都 足立区 住吉書房　五反野店

東京都 足立区 くまざわ書店　千住大橋店

東京都 多摩市 くまざわ書店　永山店

東京都 多摩市 くまざわ書店　桜ヶ丘店

東京都 多摩市 蔦屋書店　多摩永山店

東京都 台東区 くまざわ書店　浅草店

東京都 大田区 ACADEMIAくまざわ書店　東急蒲田店

東京都 大田区 くまざわ書店　イトーヨーカドー大森店

東京都 大田区 TSUTAYA　大森町駅前店

東京都 中央区 八重洲ブックセンター　本店

東京都 中央区 教文館

東京都 中野区 あおい書店　中野本店

東京都 町田市 久美堂　小田急町田店

東京都 調布市 くまざわ書店　国領店

東京都 調布市 ブックスタマ　西調布店

東京都 調布市 啓文堂書店　仙川店

東京都 東久留米市 宮脇書店　東久留米店

東京都 東村山市 ブックスタマ　東村山店

東京都 東大和市 くまざわ書店　東大和店

東京都 東大和市 ブックスタマ　東大和店

東京都 東大和市 TSUTAYA　BIGBOX東大和駅前店

東京都 日野市 啓文堂書店　高幡店

東京都 八王子市 くまざわ書店　八王子みなみ野店

東京都 八王子市 くまざわ書店　イトーヨーカドー八王子店

東京都 八王子市 ブックスタマゲオ　八王子店
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東京都 八王子市 くまざわ書店　八王子南口店

東京都 八王子市 蔦屋書店　八王子みなみ野店

東京都 八王子市 蔦屋書店　南大沢店

東京都 八王子市 蔦屋書店　八王子楢原店

東京都 八王子市 有隣堂　セレオ八王子店

東京都 板橋区 TSUTAYA　光が丘店

東京都 品川区 ブックスタマ　武蔵小山店

東京都 品川区 ブックファースト　レミィ五反田店

東京都 品川区 TSUTAYA　大崎駅前店

東京都 府中市 蔦屋書店　フレスポ府中店

東京都 府中市 啓文堂書店　府中店

東京都 武蔵村山市 オリオン書房　イオンモールむさし村山店

東京都 武蔵野市 紀伊國屋書店　吉祥寺東急店

東京都 武蔵野市 TSUTAYA　三鷹北口店

東京都 福生市 ブックスタマ　福生店

東京都 福生市 TSUTAYA　福生店

東京都 文京区 あおい書店　春日店

東京都 文京区 丸善　メトロ・エム後楽園店

東京都 文京区 成文堂　江戸川橋店

東京都 豊島区 東京旭屋書店　アトレヴィ大塚店

東京都 豊島区 三省堂書店　池袋本店

東京都 北区 竹島書店　十条店

東京都 北区 ブックス王子

東京都 北区 TSUTAYA　アトレヴィ田端店

東京都 北区 文教堂書店　赤羽店

東京都 墨田区 くまざわ書店　錦糸町店

東京都 墨田区 廣文館　イトーヨーカドー曳舟店

東京都 墨田区 三省堂書店　東京ソラマチ店

東京都 立川市 くまざわ書店　けやき台店

東京都 立川市 オリオン書房　ルミネ立川店

東京都 立川市 オリオン書房　サザン店

東京都 立川市 オリオン書房　アレア店

東京都 練馬区 ブックスタマ　武蔵関店

東京都 練馬区 くまざわ書店　大泉学園店

東京都 練馬区 TSUTAYA　石神井台店

東京都 練馬区 TSUTAYA　練馬春日町店

神奈川県 綾瀬市 くまざわ書店　綾瀬店

神奈川県 横須賀市 くまざわ書店　横須賀店
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神奈川県 横須賀市 くまざわ書店　久里浜店

神奈川県 横須賀市 平坂書房　MORE’S店

神奈川県 横浜市旭区 TSUTAYA　鶴ケ峰駅前店

神奈川県 横浜市磯子区 住吉書房　新杉田店

神奈川県 横浜市金沢区 くまざわ書店　能見台店

神奈川県 横浜市金沢区 宮脇書店　金沢文庫店

神奈川県 横浜市戸塚区 住吉書房　東戸塚店

神奈川県 横浜市港南区 八重洲ブックセンター　京急上大岡店

神奈川県 横浜市港南区 あおい書店　上大岡店

神奈川県 横浜市港南区 TSUTAYA　港南中央店

神奈川県 横浜市港北区 くまざわ書店　新横浜店

神奈川県 横浜市港北区 三省堂書店　新横浜店

神奈川県 横浜市港北区 天一書房　日吉店

神奈川県 横浜市瀬谷区 くまざわ書店　三ツ境店

神奈川県 横浜市西区 あおい書店　横浜店

神奈川県 横浜市西区 紀伊國屋書店　横浜店

神奈川県 横浜市西区 くまざわ書店　ランドマーク店

神奈川県 横浜市西区 有隣堂　横浜駅西口店

神奈川県 横浜市西区 TSUTAYA　横浜みなとみらい店

神奈川県 横浜市青葉区 KaBoS　あざみ野店

神奈川県 横浜市青葉区 蔦屋書店　青葉奈良店

神奈川県 横浜市中区 紀伊國屋書店　横浜みなとみらい店

神奈川県 横浜市鶴見区 くまざわ書店　鶴見店

神奈川県 横浜市都筑区 ACADEMIA　港北店

神奈川県 横浜市都筑区 ブックファースト　モザイクモール港北店

神奈川県 横浜市都筑区 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店

神奈川県 横浜市都筑区 TSUTAYA　港北ミナモ店

神奈川県 横浜市緑区 住吉書房　中山店

神奈川県 横浜市緑区 くまざわ書店　長津田店

神奈川県 海老名市 未来屋書店　海老名店

神奈川県 鎌倉市 くまざわ書店　大船店

神奈川県 厚木市 くまざわ書店　本厚木店

神奈川県 厚木市 TSUTAYA　愛甲石田店

神奈川県 厚木市 蔦屋書店　厚木戸室店

神奈川県 厚木市 蔦屋書店　厚木下依知店

神奈川県 高座郡 TSUTAYA　寒川店

神奈川県 小田原市 スペース21　シティモール店

神奈川県 秦野市 島屋書店
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神奈川県 川崎市宮前区 住吉書房　宮崎台駅前店

神奈川県 川崎市宮前区 KaBoS　宮前平店

神奈川県 川崎市宮前区 くまざわ書店　さぎ沼店

神奈川県 川崎市川崎区 あおい書店　川崎駅前店

神奈川県 川崎市中原区 住吉書房　元住吉店

神奈川県 川崎市中原区 住吉書房　新丸子駅前店

神奈川県 川崎市中原区 住吉書房　武蔵中原店

神奈川県 川崎市中原区 紀伊國屋書店　武蔵小杉店

神奈川県 相模原市中央区 くまざわ書店　相模原店

神奈川県 相模原市中央区 TSUTAYA　横山店

神奈川県 相模原市南区 くまざわ書店　相模大野店

神奈川県 相模原市南区 紀伊國屋書店　相模原伊勢丹店

神奈川県 相模原市緑区 ACADEMIAくまざわ書店　橋本店

神奈川県 大和市 くまざわ書店　大和店

神奈川県 大和市 くまざわ書店　大和鶴間店

神奈川県 大和市 蔦屋書店　大和下鶴間店

神奈川県 大和市 未来屋書店　大和店

神奈川県 藤沢市 文華堂

神奈川県 藤沢市 くまざわ書店　湘南台店

神奈川県 南足柄市 スペース21　南足柄店

神奈川県 平塚市 サクラ書店　高村店

神奈川県 平塚市 TSUTAYA　平塚真土店

新潟県 燕市 蔦屋書店　県央店

新潟県 燕市 イオン　県央店

新潟県 魚沼市 蔦屋書店　小出店

新潟県 見附市 宮脇書店　PLANT－5見附店

新潟県 佐渡市 蔦屋書店　佐和田店

新潟県 小千谷市 宮脇書店　小千谷店

新潟県 上越市 くまざわ書店　上越店

新潟県 上越市 戸田書店　上越店

新潟県 上越市 蔦屋書店　上越インター店

新潟県 新潟市江南区 くまざわ書店　新潟亀田店

新潟県 新潟市江南区 宮脇書店　横越店

新潟県 新潟市江南区 蔦屋書店　横越バイパス店

新潟県 新潟市秋葉区 蔦屋書店　新津店

新潟県 新潟市西区 くまざわ書店　新潟西店

新潟県 新潟市西区 蔦屋書店　新通店

新潟県 新潟市西区 知遊堂　亀貝店
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新潟県 新潟市中央区 くまざわ書店　新潟デッキィ店

新潟県 新潟市中央区 蔦屋書店　新潟中央インター店

新潟県 新潟市中央区 紀伊國屋書店　新潟店

新潟県 新潟市中央区 蔦屋書店　新潟万代店

新潟県 新潟市東区 宮脇書店　新潟東店

新潟県 新潟市東区 蔦屋書店　河渡店

新潟県 新潟市東区 蔦屋書店　竹尾インター店

新潟県 新潟市南区 蔦屋書店　マーケットシティ白根店

新潟県 新発田市 蔦屋書店　新発田店

新潟県 長岡市 くまざわ書店　長岡店

新潟県 長岡市 宮脇書店　イオン長岡店

新潟県 長岡市 蔦屋書店　長岡花園店

新潟県 長岡市 蔦屋書店　長岡新保店

新潟県 長岡市 蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店

新潟県 長岡市 蔦屋書店　長岡古正寺店

新潟県 長岡市 宮脇書店　長岡店

新潟県 南魚沼市 蔦屋書店　六日町店

新潟県 柏崎市 蔦屋書店　柏崎岩上店

新潟県 妙高市 文教堂書店　新井店

山梨県 甲州市 天真堂書店　塩山店

山梨県 甲斐市 くまざわ書店　双葉店

山梨県 甲府市 柳正堂書店　オギノ湯村SC店

山梨県 甲府市 天真堂書店　国母店

山梨県 中巨摩郡 未来屋書店　甲府昭和店

山梨県 都留市 ブックスステーション

山梨県 韮崎市 宮脇書店　韮崎店

長野県 安曇野市 宮脇書店　あづみ野店

長野県 安曇野市 蔦屋書店　豊科店

長野県 伊那市 いけだ書店　伊那店

長野県 伊那市 平安堂　伊那店

長野県 伊那市 TSUTAYA　伊那店

長野県 伊那市 ベルシャイン伊那店　

長野県 塩尻市 平安堂　塩尻店

長野県 塩尻市 蔦屋書店　塩尻店

長野県 岡谷市 笠原書店

長野県 駒ヶ根市 TSUTAYA　駒ヶ根店

長野県 佐久市 蔦屋書店　佐久野沢店

長野県 小諸市 竹澤書店　野岸店
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長野県 小諸市 蔦屋書店　佐久小諸店

長野県 松本市 いけだ書店　南松本店

長野県 松本市 MARUZEN　松本店

長野県 松本市 宮脇書店　松本店

長野県 上伊那郡 TSUTAYA　箕輪店

長野県 上伊那郡 ブックスいとう

長野県 上田市 くまざわ書店　上田店

長野県 上田市 蔦屋書店　上田大屋店

長野県 上田市 蔦屋書店　上田しおだ野店

長野県 諏訪市 平安堂　諏訪店

長野県 諏訪市 蔦屋書店　諏訪中洲店

長野県 須坂市 蔦屋書店　須坂店

長野県 千曲市 平安堂　更埴店

長野県 千曲市 蔦屋書店　千曲屋代店

長野県 大町市 蔦屋書店　大町店

長野県 中野市 蔦屋書店　中野店

長野県 長野市 いけだ書店　長野店

長野県 長野市 平安堂　若槻店

長野県 長野市 平安堂　川中島店

長野県 長野市 平安堂　東和田店

長野県 長野市 TSUTAYA　若里店

長野県 長野市 蔦屋書店　長野徳間店

長野県 長野市 蔦屋書店　長野川中島店
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