
県名 地区名 書店名

富山県 下新川郡 明文堂書店 新入善店

富山県 魚津市 明文堂書店 魚津店

富山県 高岡市 文苑堂書店 戸出店

富山県 高岡市 文苑堂書店 清水町店

富山県 高岡市 喜久屋書店 高岡店

富山県 射水市 明文堂書店 高岡射水店

富山県 砺波市 BOOKSフナキ アピタ砺波店

富山県 砺波市 TSUTAYA 砺波店

富山県 氷見市 明文堂書店 氷見店

富山県 富山市 明文堂書店 富山新庄経堂店

富山県 富山市 明文堂書店 富山有沢橋店

富山県 富山市 紀伊國屋書店 富山店

石川県 かほく市 ヴィレッジヴァンガード イオンかほく店

石川県 羽咋市 文苑堂書店 羽咋店

石川県 金沢市 勝木書店 泉野店

石川県 金沢市 KaBoS 大桑店

石川県 金沢市 金沢ビーンズ明文堂

石川県 金沢市 文苑堂書店 示野本店

石川県 金沢市 文苑堂書店 鳴和店

石川県 金沢市 TSUTAYA 金沢店

石川県 金沢市 紀伊國屋書店 金沢大和店

石川県 金沢市 宮脇書店 イオン金沢店

石川県 金沢市 文苑堂書店 入江店

石川県 鹿島郡 きくざわ書店 アルプラザ鹿島店

石川県 七尾市 きくざわ書店 ナッピィモール店

石川県 七尾市 明文堂書店 TSUTAYA能登七尾店

石川県 珠洲市 いろは書店

石川県 白山市 明文堂書店 石川松任店

石川県 輪島市 ファミリエ

福井県 越前市 SuperKaBoS 武生店

福井県 鯖江市 SuperKaBoS 鯖江店

福井県 鯖江市 文明堂書店 神明店

福井県 小浜市 宮脇書店 小浜店

福井県 大野市 勝木書店 大野店

福井県 敦賀市 SuperKaBoS 敦賀店

福井県 敦賀市 KaBoS 敦賀アピタ店

福井県 福井市 KaBoS ベル店

福井県 福井市 KaBoS Wai Plaza店
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福井県 福井市 SuperKaBoS 大和田店

福井県 福井市 SuperKaBoS 新二の宮店

福井県 福井市 紀伊國屋書店 福井店

岐阜県 羽島市 大洞堂 羽島店

岐阜県 可児郡 BOOKSえみたす アピタ御嵩店

岐阜県 可児市 BOOKSえみたす ピアゴ可児店

岐阜県 可児市 あおい書店 可児店

岐阜県 岐阜市 平和書店 TSUTAYA長森店

岐阜県 岐阜市 丸善 岐阜店

岐阜県 岐阜市 宮脇書店 柳津店

岐阜県 高山市 ゲオ 高山昭和店

岐阜県 瑞浪市 TSUTAYA 瑞浪店

岐阜県 多治見市 TSUTAYA 多治見インター店

岐阜県 大垣市 三省堂書店 大垣店

岐阜県 大垣市 喜久屋書店 大垣店

岐阜県 大垣市 TSUTAYA 大垣店

静岡県 掛川市 宮脇書店 掛川店

静岡県 湖西市 明屋書店 イケヤ湖西店

静岡県 沼津市 マルサン書店 イシバシプラザ店

静岡県 焼津市 BOOKSえみたす 焼津店

静岡県 焼津市 焼津谷島屋 登呂田店

静岡県 焼津市 TSUTAYA グランリバー大井川店

静岡県 焼津市 焼津谷島屋 大富店

静岡県 静岡市葵区 戸田書店 静岡本店

静岡県 静岡市葵区 MARUZEN&ジュンク堂書店 新静岡店

静岡県 静岡市葵区 柏屋書店

静岡県 静岡市葵区 江崎書店 パルシェ店

静岡県 静岡市駿河区 BOOKSえみたす アピタ静岡店

静岡県 袋井市 TSUTAYA 袋井国本店

静岡県 袋井市 宮脇書店 新磐田浅羽店

静岡県 島田市 焼津谷島屋 アピタ島田店

静岡県 藤枝市 藤枝江崎書店 駅南本店

静岡県 藤枝市 戸田書店 藤枝東店

静岡県 磐田市 谷島屋 磐田店

静岡県 磐田市 明屋書店 イケヤ磐田東店

静岡県 浜松市西区 TSUTAYA 佐鳴台店

静岡県 浜松市西区 本の王国 浜松雄踏店

静岡県 浜松市西区 アマノ 入野店
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静岡県 浜松市中区 アマノ アクト北店

静岡県 浜松市中区 明屋書店 イケヤ高林店

静岡県 浜松市中区 明屋書店 イケヤ高丘店

静岡県 浜松市東区 TSUTAYA 浜松中央店

静岡県 浜松市南区 明屋書店 浜松渡瀬店

静岡県 浜松市浜北区 BOOKSえみたす アピタ浜北店

静岡県 浜松市浜北区 谷島屋 本沢合店

静岡県 富士市 戸田書店 富士店

静岡県 富士市 TSUTAYA 富士本吉原店

静岡県 富士市 あおい書店 富士店

静岡県 牧之原市 BOOKSえみたす ピアゴ榛原店

愛知県 あま市 BOOKSえみたす 甚目寺店

愛知県 安城市 BOOKSえみたす アピタ安城南店

愛知県 安城市 ヴィレッジヴァンガード 安城店

愛知県 一宮市 いけだ書店 木曽川店

愛知県 一宮市 くまざわ書店 一宮店

愛知県 稲沢市 BOOKSえみたす アピタ稲沢東店

愛知県 稲沢市 ヴィレッジヴァンガードリーフウォーク稲沢

愛知県 岡崎市 鎌倉文庫 岡崎南店

愛知県 岡崎市 TSUTAYA ウイングタウン岡崎店

愛知県 岡崎市 TSUTAYA 岡崎インター店

愛知県 岡崎市 あおい書店 上里店

愛知県 岡崎市 あおい書店 土井店

愛知県 岡崎市 正文館書店

愛知県 岡崎市 くまざわ書店 岡崎北店

愛知県 岡崎市 未来屋書店 岡崎店

愛知県 刈谷市 宮脇書店 刈谷店

愛知県 江南市 BOOKSえみたす アピタ江南西店

愛知県 江南市 ヴィレッジヴァンガード アピタ江南店

愛知県 春日井市 TSUTAYA 高蔵寺店

愛知県 春日井市 TSUTAYA 春日井店

愛知県 瀬戸市 TSUTAYA 瀬戸店

愛知県 瀬戸市 ヴィレッジヴァンガード 瀬戸店

愛知県 西春日井郡 紀伊國屋書店 名古屋空港店

愛知県 西尾市 BOOKSえみたす アピタ西尾店

愛知県 西尾市 ブックスオオトリ 西尾店

愛知県 西尾市 あおい書店 西尾店

愛知県 大府市 BOOKSえみたす アピタ大府店
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愛知県 大府市 ブックセンター名豊 大府店

愛知県 大府市 あおい書店 新大府店

愛知県 知多郡 ヴィレッジヴァンガード アピタ阿久比店

愛知県 知多郡 ザ・リブレット イオン東浦店

愛知県 知多市 ブックスオオトリ 知多店

愛知県 知立市 正文館書店 知立八ツ田店

愛知県 知立市 ピアゴ 知立店

愛知県 長久手市 BOOKSえみたす 長久手店

愛知県 長久手市 正文館書店 長久手フレンドタウン店

愛知県 半田市 TSUTAYA 半田店

愛知県 半田市 あおい書店 半田店

愛知県 尾張旭市 ブックスオオトリ 尾張旭店

愛知県 碧南市 ピアゴ 碧南東店

愛知県 豊橋市 ヴィレッジヴァンガード イオン豊橋南店

愛知県 豊川市 あおい書店 豊川店

愛知県 豊田市 芳和堂書店

愛知県 北名古屋市 あおい書店 西春店

愛知県 名古屋市港区 ヴィレッジヴァンガード 名古屋みなと店

愛知県 名古屋市守山区 正文館書店 藤ヶ丘店

愛知県 名古屋市千種区 ザ・リブレット 星ケ丘三越店7F

愛知県 名古屋市千種区 ザ・リブレット イオン千種店

愛知県 名古屋市中区 MARUZEN 名古屋本店

愛知県 名古屋市中川区 ブックスオオトリ 名古屋中川店

愛知県 名古屋市中川区 TSUTAYA バロー戸田店

愛知県 名古屋市中村区 ヴィレッジヴァンガードビックカメラ名古屋

愛知県 名古屋市天白区 BOOKSえみたす ピアゴ植田店

愛知県 名古屋市東区 未来屋書店 ナゴヤドーム前店

愛知県 名古屋市南区 未来屋書店 新瑞橋店

愛知県 名古屋市熱田区 ヴィレッジヴァンガード イオン熱田店

愛知県 名古屋市緑区 BOOKSえみたす アピタ鳴海店

愛知県 名古屋市緑区 ザ・リブレット 徳重店

愛知県 名古屋市緑区 ヴィレッジヴァンガードヒルズウォーク徳重

愛知県 弥富市 TSUTAYA イオンタウン弥富店

三重県 伊賀市 岡森書店 白鳳店

三重県 伊勢市 ヴィレッジヴァンガード イオンララパーク

三重県 伊勢市 TSUTAYA 伊勢上地店

三重県 伊勢市 TSUTAYA ミタス伊勢店

三重県 員弁郡 ヴィレッジヴァンガード イオンモール東員
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三重県 桑名市 TSUTAYA 桑名店

三重県 三重郡 ブック・スクウェア 菰野店

三重県 四日市市 未来屋書店 四日市尾平店

三重県 四日市市 丸善 四日市店

三重県 四日市市 TSUTAYA 四日市店

三重県 四日市市 TSUTAYA 笹川店

三重県 四日市市 宮脇書店 四日市店

三重県 四日市市 宮脇書店 四日市本店

三重県 志摩市 ゲオ 志摩店

三重県 松阪市 WAY 松阪学園前店

三重県 多気郡 多気ブックセンター クリスタルタウン店

三重県 津市 WAY 久居店

三重県 津市 ヴィレッジヴァンガード イオン津城山店

三重県 津市 別所書店 イオン店

三重県 津市 宮脇書店 津ハッピーブックス店

三重県 津市 本の王国 文化センター前店

三重県 津市 未来屋書店 津城山店

三重県 尾鷲市 WAY 尾鷲店

三重県 鈴鹿市 BOOKSえみたす アピタ鈴鹿店

三重県 鈴鹿市 ゲオ 鈴鹿磯山店

三重県 鈴鹿市 WonderGOO 鈴鹿店

三重県 鈴鹿市 未来屋書店 鈴鹿店
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