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県名 地区 書店名
北海道　　札幌市　　　　　　　 コーチャンフォー美しヶ丘店　　　　　　　
北海道　　帯広市　　　　　　　 ザ・本屋さんＷＯＷ店　　　　　　　　　　
北海道　　釧路市　　　　　　　 ブックシティナウ星が浦店　　　　　　　　
北海道　　札幌市　　　　　　　 紀伊國屋書店　札幌ＬＯＦＴ店　　　　　　
北海道　　札幌市　　　　　　　 紀伊國屋書店　オーロラタウン店　　　　　
北海道　　札幌市　　　　　　　 丸善ら・がぁーる　新札幌ＤＵＯ店　　　　
北海道　　札幌市　　　　　　　 蔦屋　札幌インター店　　　　　　　　　　
北海道　　札幌市　　　　　　　 ゲオ上野幌店　　　　　　　　　　　　　　
北海道　　小樽市　　　　　　　 紀伊國屋書店　小樽店　　　　　　　　　　
北海道　　札幌市　　　　　　　 三省堂書店　大丸札幌店　　　　　　　　　
青　森　　 八戸市　　　　　　　 成田本店みなと高台店　　　　　　　　　　
青　森　　 弘前市　　　　　　　 紀伊國屋書店　弘前店　　　　　　　　　　
岩　手　　 北上市　　　　　　　 ブックスアメリカン北上店　　　　　　　　
岩　手　　 奥州市　　　　　　　 松田書店　　　　　　　　　　　　　　　　
宮　城　　 仙台市　　　　　　　 八文字屋書店　　　　　　　　　　　　　　
宮　城　　 仙台市　　　　　　　 紀伊國屋書店　仙台店　　　　　　　　　　
宮　城　　 気仙沼市　　　　　　 宮脇書店　気仙沼　　　　　　　　　　　　
宮　城　　 大崎市　　　　　　　 ｅ－Ｂｏｏｋｓ松屋大崎店　　　　　　　　
秋　田　　 秋田市　　　　　　　 加賀谷書店　本店　　　　　　　　　　　　
山　形　　 山形市　　　　　　　 八文字屋　本店　　　　　　　　　　　　　
福　島　　 二本松市　　　　　　 宮脇書店　　新二本松店　　　　　　　　　
福　島　　 郡山市　　　　　　　 八重洲ブックセンター　郡山うすい店　　　
茨　城　　 水戸市　　　　　　　 川又書店　駅前店　　　　　　　　　　　　
茨　城　　 日立市　　　　　　　 一誠堂　　　　　　　　　　　　　　　　　
茨　城　　 つくば市　　　　　　 文洋堂　　　　　　　　　　　　　　　　　
茨　城　　 水戸市　　　　　　　 大野書店　水戸店　　　　　　　　　　　　
栃　木　　 鹿沼市　　　　　　　 文化堂書店　　　　　　　　　　　　　　　
栃　木　　 宇都宮市　　　　　　 落合書店　宝木店　　　　　　　　　　　　
栃　木　　 宇都宮市　　　　　　 紀伊國屋書店　宇都宮店　　　　　　　　　
栃　木　　 宇都宮市　　　　　　 リブロ宇都宮南店　　　　　　　　　　　　
群　馬　　 前橋市　　　　　　　 煥乎堂　本店　　　　　　　　　　　　　　
群　馬　　 藤岡市　　　　　　　 宮脇書店　藤岡店　　　　　　　　　　　　
群　馬　　 前橋市　　　　　　　 岡崎書店　　　　　　　　　　　　　　　　
埼　玉　　 さいたま市　　　　　 ブックデポ書楽　　　　　　　　　　　　　
埼　玉　　 さいたま市　　　　　 原市書店　宮原店　　　　　　　　　　　　
埼　玉　　 熊谷市　　　　　　　 須原屋　熊谷店　　　　　　　　　　　　　
埼　玉　　 久喜市　　　　　　　 関野屋書店　　　　　　　　　　　　　　　
埼　玉　　 入間郡　　　　　　　 談・文教堂　みずほ台店　　　　　　　　　
埼　玉　　 所沢市　　　　　　　 菊屋書店　　　　　　　　　　　　　　　　
埼　玉　　 北葛飾郡　　　　　　 一清堂（イッセイドウ）　　　　　　　　　
埼　玉　　 所沢市　　　　　　　 芳林堂書店　所沢駅ビル店　　　　　　　　
埼　玉　　 熊谷市　　　　　　　 宮脇書店　熊谷店　　　　　　　　　　　　
埼　玉　　 所沢市　　　　　　　 リブロ新所沢店　　　　　　　　　　　　　
埼　玉　　 川越市　　　　　　　 リブロ川越店　　　　　　　　　　　　　　
埼　玉　　 さいたま市浦和区 須原屋コルソ店
埼　玉　　 さいたま市大宮区 紀伊國屋書店さいたま新都心店



埼　玉　　 さいたま市中央区 ＢＯＯＫＤＥＰＯＴ書楽
埼　玉　　 新座市 旭屋書店志木店
千　葉　　 松戸市　　　　　　　 堀江良文堂　松戸店　　　　　　　　　　　
千　葉　　 千葉市　　　　　　　 三省堂書店　そごう千葉店　　　　　　　　
千　葉　　 柏市　　　　　　　　 浅野書店　スカイプラザ店　　　　　　　　
千　葉　　 船橋市　　　　　　　 旭屋書店　船橋店　　　　　　　　　　　　
千　葉　　 流山市　　　　　　　 湊書店　　　　　　　　　　　　　　　　　
千　葉　　 東金市　　　　　　　 多田屋　サンピア店　　　　　　　　　　　
千　葉　　 山武郡　　　　　　　 多田屋　大綱白里店　　　　　　　　　　　
千　葉　　 千葉市　　　　　　　 多田屋　千葉中央店　　　　　　　　　　　
千　葉　　 千葉市　　　　　　　 多田屋　稲毛店　　　　　　　　　　　　　
千　葉　　 茂原市　　　　　　　 松本書店　　　　　　　　　　　　　　　　
千　葉　　 四街道市　　　　　　 大和屋書店　　　　　　　　　　　　　　　
千　葉　　 千葉市　　　　　　　 ねもと　　　　　　　　　　　　　　　　　
千　葉　　 鎌ヶ谷市　　　　　　 早川書店　鎌ヶ谷店　　　　　　　　　　　
千　葉　　 木更津市　　　　　　 博文堂書店　木更津店　　　　　　　　　　
千　葉　　 成田市　　　　　　　 小林堂　　　　　　　　　　　　　　　　　
千　葉　　 千葉市　　　　　　　 アスカー書房　こてはし台店　　　　　　　
千　葉　　 旭市　　　　　　　　 ひたちや　　　　　　　　　　　　　　　　
千　葉　　 君津市　　　　　　　 石塚文化堂　　　　　　　　　　　　　　　
千　葉　　 船橋市　　　　　　　 芳林堂書店　津田沼店　　　　　　　　　　
千　葉　　 浦安市　　　　　　　 三省堂書店　新浦安店　　　　　　　　　　
千　葉　　 千葉市　　　　　　　 三省堂書店　Ｂｅｅ－Ｏｎｅ　　　　　　　
千　葉　　 茂原市　　　　　　　 文教堂書店　茂原店　　　　　　　　　　　
千　葉　　 船橋市 ＢＯＯＫＧＡＲＤＥＮディラ西船橋店
東　京　　 新宿区　　　　　　　 三省堂書店　新宿西口店　　　　　　　　　
東　京　　 目黒区　　　　　　　 芳林堂書店　祐天寺店　　　　　　　　　　
東　京　　 墨田区　　　　　　　 リブロ錦糸町店　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 台東区　　　　　　　 リブロ浅草店　　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 品川区　　　　　　　 リブロ大森店　　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 千代田区　　　　　　 旭屋書店　水道橋店　　　　　　　　　　　
東　京　　 中央区　　　　　　　 東京旭屋書店　銀座店　　　　　　　　　　
東　京　　 杉並区　　　　　　　 八重洲ブックセンター荻窪ルミネ店　　　　
東　京　　 品川区　　　　　　　 明屋書店　五反田店　　　　　　　　　　　
東　京　　 町田市　　　　　　　 三省堂書店　町田店　　　　　　　　　　　
東　京　　 武蔵野市　　　　　　 リブロ吉祥寺店　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 豊島区　　　　　　　 リブロ池袋店　　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 新宿区　　　　　　　 紀伊國屋書店　新宿本店　　　　　　　　　
東　京　　 千代田区　　　　　　 三省堂書店　神田本店　　　　　　　　　　
東　京　　 北区　　　　　　　　 ブックス王子　　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 新宿区　　　　　　　 末広堂書店　　　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 千代田区　　　　　　 ツキヂ書店　　　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 江戸川区　　　　　　 パピルス江戸川　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 大田区　　　　　　　 くらや本店　　　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 葛飾区　　　　　　　 ひかり書店　　　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 板橋区　　　　　　　 常盤堂書店　　　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 北区　　　　　　　　 Ｂｏｏｋｓ　ミキ　　　　　　　　　　　　
東　京　　 千代田区　　　　　　 三省堂書店　大丸東京店　　　　　　　　　
東　京　　 葛飾区　　　　　　　 太洋堂書店　　　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 葛飾区　　　　　　　 高砂書房　　　　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 新宿区　　　　　　　 芳林堂書店　高田馬場店　　　　　　　　　
東　京　　 町田市　　　　　　　 リブロ町田店　　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 千代田区　　　　　　 丸善　お茶ノ水店　　　　　　　　　　　　
東　京　　 品川区　　　　　　　 芳林堂書店　大井町店　　　　　　　　　　
東　京　　 新宿区　　　　　　　 三省堂書店　高田馬場店　　　　　　　　　
東　京　　 文京区　　　　　　　 ＮＥＴ２１往来堂書店　千駄木店　　　　　
東　京　　 品川区　　　　　　　 小山ブックセンター　　　　　　　　　　　



東　京　　 足立区　　　　　　　 富士ブックス　　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 足立区　　　　　　　 良文堂　アヤセ店　　　　　　　　　　　　
東　京　　 世田谷区　　　　　　 紀伊國屋書店　玉川高島屋店　　　　　　　
東　京　　 千代田区　　　　　　 東京堂書店　　　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 杉並区　　　　　　　 文公堂書店　　　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 調布市　　　　　　　 リブロ調布店　　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 千代田区　　　　　　 三省堂書店　有楽町店　　　　　　　　　　
東　京　　 千代田区　　　　　　 丸善丸の内本店　　　　　　　　　　　　　
東　京　　 渋谷区 山下書店渋谷店
東　京　　 新宿区 ブックライナー
東　京　　 新宿区 紀伊國屋書店新宿本店
東　京　　 新宿区 末広堂書店本店
東　京　　 千代田区 ツキジ書店
東　京　　 千代田区 栄松堂書店東京駅店
東　京　　 千代田区 丸善丸の内本店
東　京　　 町田市 リブロ町田店
東　京　　 調布市 リブロ調布店
東　京　　 東村山市 雄峰堂書店秋津店
東　京　　 板橋区 日販ＷＥＢセンター
東　京　　 文京区 図書館巡回分
東　京　　 豊島区 ジュンク堂書店池袋本店５Ｆ
東　京　　 練馬区 リブロ大泉ノボ店
東　京　　 港区 文教堂新橋店
神奈川　　横浜市　　　　　　　 有隣堂本店　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川　　鎌倉市　　　　　　　 島森書店　鎌倉店　　　　　　　　　　　　
神奈川　　横浜市　　　　　　　 芳林堂書店　横浜関内店　　　　　　　　　
神奈川　　横須賀市　　　　　　 平坂書房モアーズ店　　　　　　　　　　　
神奈川　　横浜市　　　　　　　 平坂書房　戸塚店　　　　　　　　　　　　
神奈川　　高座郡　　　　　　　 三光堂　　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川　　鎌倉市　　　　　　　 邦榮堂書店　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川　　川崎市　　　　　　　 伏見書店　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川　　横浜市　　　　　　　 中根書店　　　　　　　　　　　　　　　　
神奈川　　小田原市　　　　　　 リブロ小田原店　　　　　　　　　　　　　
神奈川　　海老名市　　　　　　 三省堂書店　海老名店　　　　　　　　　　
神奈川　　横浜市　　　　　　　 紀伊國屋書店　横浜店　　　　　　　　　　
神奈川　　横浜市　　　　　　　 リブロ港北店　　　　　　　　　　　　　　
神奈川　　横浜市　　　　　　　 リブロ東戸塚店　　　　　　　　　　　　　
神奈川　　横浜市神奈川区 ブックピア
神奈川　　横浜市中区 芳林堂書店
神奈川　　川崎市宮前区 住吉書房宮崎台１号店
神奈川　　川崎市川崎区 あおい書店川崎駅前店
神奈川　　川崎市川崎区 有隣堂川崎ＢＥ店
新　潟　　 新潟市　　　　　　　 北光社本店　　　　　　　　　　　　　　　
新　潟　　 長岡市　　　　　　　 文信堂書店長岡店　　　　　　　　　　　　
新　潟　　 新潟市　　　　　　　 本の店英進堂　　　　　　　　　　　　　　
富　山　　 富山市　　　　　　　 清明堂書店　本店　　　　　　　　　　　　
富　山　　 富山市　　　　　　　 明文堂　　新庄経堂店　　　　　　　　　　
富　山　　 氷見市　　　　　　　 松村屋プラファ店　　　　　　　　　　　　
石　川　　 金沢市　　　　　　　 紀伊國屋書店　金沢大和店　　　　　　　　
石　川　　 金沢市　　　　　　　 荒屋書店百坂店　　　　　　　　　　　　　
福　井　　 越前市　　　　　　　 銀泉書店　　　　　　　　　　　　　　　　
福　井　　 福井市　　　　　　　 アベブックセンター高木店　　　　　　　　
長　野　　 小諸市　　　　　　　 鵞湖書房　小諸店　　　　　　　　　　　　
長　野　　 松本市　　　　　　　 リブロ松本店　　　　　　　　　　　　　　
岐　阜　　 瑞浪市　　　　　　　 サンヨー瑞浪書店　　　　　　　　　　　　
岐　阜　　 瑞浪市　　　　　　　 サンジョルディ　　　　　　　　　　　　　
岐　阜　　 大垣市　　　　　　　 自由書房　　大垣南店　　　　　　　　　　



岐　阜　　 岐阜市　　　　　　　 自由書房本店　　　　　　　　　　　　　　
岐　阜　　 岐阜市　　　　　　　 カルコス　本店　　　　　　　　　　　　　
岐　阜　　 各務原市　　　　　　 カルコス　各務原店　　　　　　　　　　　
静　岡　　 藤枝市　　　　　　　 宮脇書店　　藤枝店　　　　　　　　　　　
静　岡　　 静岡市　　　　　　　 宮脇書店　静岡店　　　　　　　　　　　　
静　岡　　 富士市　　　　　　　 岳陽堂書店　　　　　　　　　　　　　　　
静　岡　　 袋井市　　　　　　　 宮脇書店　磐田浅羽店　　　　　　　　　　
静　岡　　 富士宮市　　　　　　 富士戸田書店　富士宮店　　　　　　　　　
静　岡　　 袋井市　　　　　　　 ＴＳＵＴＡＹＡ　袋井国本店　　　　　　　
静　岡　　 静岡市　　　　　　　 丸善　新静岡センター店　　　　　　　　　
静　岡　　 焼津市　　　　　　　 焼津谷島屋　登呂田店　　　　　　　　　　
静　岡　　 駿東郡　　　　　　　 すみや　ＭＥＤＩＡ　ＮＯＷ　三島店書籍　
愛　知　　 名古屋市　　　　　　 三省堂書店　名古屋テルミナ店　　　　　　
愛　知　　 碧南市　　　　　　　 いまじん　碧南店　　　　　　　　　　　　
愛　知　　 大府市　　　　　　　 滝書店　　　　　　　　　　　　　　　　　
愛　知　　 名古屋市　　　　　　 星野書店　　近鉄パッセ　　　　　　　　　
愛　知　　 名古屋市　　　　　　 池下三洋堂　　　　　　　　　　　　　　　
愛　知　　 一宮市　　　　　　　 カルコス　一宮店　　　　　　　　　　　　
愛　知　　 北名古屋市　　　　　 宮脇書店　北名古屋店　　　　　　　　　　
愛　知　　 西加茂郡　　　　　　 本のメグリア三好店　　　　　　　　　　　
愛　知　　 名古屋市　　　　　　 書林房五常　　　　　　　　　　　　　　　
愛　知　　 瀬戸市　　　　　　　 榮進堂書店　山口店　　　　　　　　　　　
愛　知　　 名古屋市　　　　　　 守山ブックセンター　　　　　　　　　　　
愛　知　　 名古屋市　　　　　　 リブロ名古屋店　　　　　　　　　　　　　
愛　知　　 名古屋市　　　　　　 三省堂書店　名古屋高島屋店　　　　　　　
愛　知　　 名古屋市　　　　　　 泰文堂　日比野本店　　　　　　　　　　　
愛　知　　 名古屋市　　　　　　 白水書店　　　　　　　　　　　　　　　　
愛　知　　 豊田市　　　　　　　 本のメグリア　豊南店　　　　　　　　　　
愛　知　　 尾張旭市　　　　　　 こみかるはうすベルコート店　　　　　　　
愛　知　　 一宮市　　　　　　　 宮脇書店　尾張一宮店　　　　　　　　　　
愛　知　　 名古屋市　　　　　　 榮進堂書店　イーズ店　　　　　　　　　　
愛　知　　 名古屋市　　　　　　 文京堂書店　　　　　　　　　　　　　　　
愛　知　　 小牧市　　　　　　　 榮進堂書店　小牧店　　　　　　　　　　　
愛　知　　 瀬戸市　　　　　　　 榮進堂書店　瀬戸ＢＣ店　　　　　　　　　
愛　知　　 豊田市　　　　　　　 本のメグリア本店　　　　　　　　　　　　
三　重　　 鈴鹿市　　　　　　　 宮脇書店　　鈴鹿店　　　　　　　　　　　
三　重　　 伊勢市　　　　　　　 古川書店　度会橋店　　　　　　　　　　　
三　重　　 津市　　　　　　　　 別所書店　修成店　　　　　　　　　　　　
三　重　　 四日市市　　　　　　 テラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三　重　　 伊勢市　　　　　　　 宮脇書店　伊勢店　　　　　　　　　　　　
三　重　　 松阪市　　　　　　　 宮脇書店　新松阪店　　　　　　　　　　　
三　重　　 北牟婁郡　　　　　　 別所書店　海山店　　　　　　　　　　　　
三　重　　 名張市　　　　　　　 榮進堂書店　名張店　　　　　　　　　　　
三　重　　 名張市　　　　　　　 別所書店　新名張店　　　　　　　　　　　
三　重　　 津市　　　　　　　　 別所書店津西店　　　　　　　　　　　　　
滋　賀　　 彦根市　　　　　　　 天晨ビバシティＢ／Ｃ　　　　　　　　　　
滋　賀　　 湖南市　　　　　　　 いしべブックセラーズ　　　　　　　　　　
滋　賀　　 彦根市　　　　　　　 ブックプラザ　　　　　　　　　　　　　　
京　都　　 京丹後市　　　　　　 淀徳商店　　丹後大宮店　　　　　　　　　
京　都　　 京都市　　　　　　　 アヴァンティブックセンター　　　　　　　
京　都　　 亀岡市　　　　　　　 宮脇書店　亀岡店　　　　　　　　　　　　
京　都　　 京都市　　　　　　　 三京書店京都店　　　　　　　　　　　　　
京　都　　 福知山市　　　　　　 淀徳書店ジャスコ福知山店　　　　　　　　
京　都　　 長岡京市　　　　　　 文京堂書店　今里店　　　　　　　　　　　
京　都　　 長岡京市　　　　　　 文京堂書店　長岡店　　　　　　　　　　　
京　都　　 京都市　　　　　　　 三省堂書店　京都駅店　　　　　　　　　　
大　阪　　 大阪市　　　　　　　 丸善　なんばＯＣＡＴ店　　　　　　　　　



大　阪　　 枚方市　　　　　　　 ブックタイムス　枚方店　　　　　　　　　
大　阪　　 堺市　　　　　　　　 ミナ書房　オアシス店　　　　　　　　　　
大　阪　　 門真市　　　　　　　 アトラス館　　　　　　　　　　　　　　　
大　阪　　 門真市　　　　　　　 大和田書店　南店　　　　　　　　　　　　
大　阪　　 大阪市　　　　　　　 書肆おおさきや　　　　　　　　　　　　　
大　阪　　 東大阪市　　　　　　 栗林書房　レッド小阪店　　　　　　　　　
大　阪　　 大阪市　　　　　　　 旭屋書店　天王寺ＭｉＯ店　　　　　　　　
大　阪　　 大阪市　　　　　　　 ジュンク堂書店　難波店　　　　　　　　　
大　阪　　 大阪市　　　　　　　 ジュンク堂書店　大阪本店　　　　　　　　
大　阪　　 大阪市　　　　　　　 旭屋書店　本店　　　　　　　　　　　　　
大　阪　　 大阪市　　　　　　　 三京書店本町店　　　　　　　　　　　　　
大　阪　　 河内長野市　　　　　 正屋書店　　　　　　　　　　　　　　　　
大　阪　　 大阪市　　　　　　　 三京深江橋店　　　　　　　　　　　　　　
大　阪　　 大阪市　　　　　　　 隆祥館書店　　　　　　　　　　　　　　　
大　阪　　 豊中市　　　　　　　 田村書店千里中央店　　　　　　　　　　　
大　阪　　 枚方市　　　　　　　 Ｂｏｏｋｓ呼文堂　　　　　　　　　　　　
大　阪　　 豊中市　　　　　　　 三京ｅ－Ｂｏｏｋｓ　　　　　　　　　　　
大　阪　　 大阪市　　　　　　　 三京書店　心斎橋店　　　　　　　　　　　
大　阪　　 大阪市　　　　　　　 三京書店　ＢＯＯＫＳ　ピットイン　　　　
大　阪　　 藤井寺市　　　　　　 マザーブックス藤井寺店　　　　　　　　　
大　阪　　 堺市　　　　　　　　 一心堂書店　　　　　　　　　　　　　　　
大　阪　　 大阪市　　　　　　　 伊勢屋書店　　　　　　　　　　　　　　　
大　阪　　 河内長野市　　　　　 爽智堂書店　　　　　　　　　　　　　　　
大　阪　　 大阪市　　　　　　　 三幸堂書房　　　　　　　　　　　　　　　
大　阪　　 泉佐野市　　　　　　 宮脇書店　泉佐野店　　　　　　　　　　　
大　阪　　 堺市　　　　　　　　 東文堂書店　本店　　　　　　　　　　　　
大　阪　　 大阪市　　　　　　　 宮脇書店　東成店　　　　　　　　　　　　
大　阪　　 柏原市　　　　　　　 宮脇書店　大阪柏原店　　　　　　　　　　
大　阪　　 門真市　　　　　　　 大和田書店　　　　　　　　　　　　　　　
大　阪　　 大阪市　　　　　　　 自由堂書店新大阪店（三京書店外商部）　　
大　阪　　 箕面市　　　　　　　 田村書店　箕面ヴィソラ店　　　　　　　　
兵　庫　　 神戸市　　　　　　　 海文堂書店　　　　　　　　　　　　　　　
兵　庫　　 尼崎市　　　　　　　 （株）三和書房　　　　　　　　　　　　　
兵　庫　　 尼崎市　　　　　　　 さんファイブ宣文堂書房　　　　　　　　　
兵　庫　　 宝塚市　　　　　　　 新月書房　　　　　　　　　　　　　　　　
兵　庫　　 神戸市　　　　　　　 ジュンク堂書店　三宮店　　　　　　　　　
兵　庫　　 姫路市　　　　　　　 山陽ブックセンター　　　　　　　　　　　
兵　庫　　 明石市　　　　　　　 ジュンク堂書店　明石店　　　　　　　　　
兵　庫　　 芦屋市　　　　　　　 天久堂書店　　　　　　　　　　　　　　　
兵　庫　　 加古川市　　　　　　 紀伊國屋書店　加古川店　　　　　　　　　
兵　庫　　 神戸市　　　　　　　 流泉書房パティオ店　　　　　　　　　　　
兵　庫　　 西宮市　　　　　　　 ジュンク堂書店　西宮店　　　　　　　　　
兵　庫　　 尼崎市　　　　　　　 アイビー書房　尼崎店　　　　　　　　　　
兵　庫　　 神戸市　　　　　　　 宮脇書店　神戸北店　　　　　　　　　　　
兵　庫　　 伊丹市　　　　　　　 文学館　伊丹ターミナル店　　　　　　　　
兵　庫　　 西宮市　　　　　　　 宮脇書店　西宮店　　　　　　　　　　　　
兵　庫　　 南あわじ市　　　　　 宮脇書店　広田店　　　　　　　　　　　　
奈　良　　 香芝市　　　　　　　 森谷書店　　　　　　　　　　　　　　　　
奈　良　　 磯城郡　　　　　　　 宮脇書店　田原本店　　　　　　　　　　　
奈　良　　 香芝市　　　　　　　 万葉書店　真美ヶ丘店　　　　　　　　　　
奈　良　　 生駒市　　　　　　　 万葉書店　生駒店　　　　　　　　　　　　
和歌山　　和歌山市　　　　　　 宮井平安堂　本店　　　　　　　　　　　　
和歌山　　海南市　　　　　　　 福岡書店　　　　　　　　　　　　　　　　
和歌山　　田辺市　　　　　　　 あおい書店　　　　　　　　　　　　　　　
和歌山　　和歌山市　　　　　　 帯伊書店　　　　　　　　　　　　　　　　
和歌山　　和歌山市　　　　　　 宮脇書店　ロイネット和歌山店　　　　　　
鳥　取　　 鳥取市　　　　　　　 宮脇書店　鳥取店　　　　　　　　　　　　



岡　山　　 岡山市　　　　　　　 本の森セルバ　　　　　　　　　　　　　　
岡　山　　 倉敷市　　　　　　　 松島書房　　　　　　　　　　　　　　　　
岡　山　　 倉敷市　　　　　　　 マイブックシェルフヤマナ　　　　　　　　
岡　山　　 岡山市　　　　　　　 丸善　岡山シンフォニービル店　　　　　　
岡　山　　 岡山市　　　　　　　 宮脇書店　岡山本店　　　　　　　　　　　
岡　山　　 岡山市　　　　　　　 紀伊國屋書店　クレド岡山店　　　　　　　
岡　山　　 津山市　　　　　　　 津山ブックセンター　本店　　　　　　　　
岡　山　　 総社市　　　　　　　 宮脇書店　総社店　　　　　　　　　　　　
岡　山　　 倉敷市　　　　　　　 宮脇書店　倉敷ルブラン店　　　　　　　　
広　島　　 呉市　　　　　　　　 廣文館　呉そごう店　　　　　　　　　　　
広　島　　 福山市　　　　　　　 廣文館　福山サントーク店　　　　　　　　
広　島　　 広島市　　　　　　　 金正堂　　　　　　　　　　　　　　　　　
広　島　　 広島市　　　　　　　 フタバ図書ＭＥＧＡ　　　　　　　　　　　
広　島　　 福山市　　　　　　　 啓文社　ポートプラザ店　　　　　　　　　
広　島　　 広島市　　　　　　　 ジュンク堂書店　広島店　　　　　　　　　
広　島　　 広島市　　　　　　　 フタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店　　　　　　
広　島　　 広島市　　　　　　　 リブロ広島店　　　　　　　　　　　　　　
広　島　　 広島市　　　　　　　 廣文館　金座街本店　　　　　　　　　　　
山　口　　 下関市　　　　　　　 美和書房新下関店　　　　　　　　　　　　
山　口　　 周南市　　　　　　　 鳳鳴館　　　　　　　　　　　　　　　　　
山　口　　 周南市　　　　　　　 宮脇書店　徳山店　　　　　　　　　　　　
徳　島　　 徳島市　　　　　　　 紀伊國屋書店　徳島店　　　　　　　　　　
香　川　　 高松市　　　　　　　 宮脇書店　南本店　　　　　　　　　　　　
香　川　　 高松市　　　　　　　 宮脇書店　カルチャースペース　　　　　　
愛　媛　　 松山市　　　　　　　 丸三書店　　　　　　　　　　　　　　　　
福　岡　　 福岡市　　　　　　　 紀伊國屋書店　福岡本店　　　　　　　　　
福　岡　　 北九州市　　　　　　 白石書店　　　　　　　　　　　　　　　　
福　岡　　 福岡市　　　　　　　 積文館　小田部店　　　　　　　　　　　　
福　岡　　 福岡市　　　　　　　 紀伊國屋書店　福岡天神店　　　　　　　　
福　岡　　 福岡市　　　　　　　 丸善　福岡ビル店　　　　　　　　　　　　
福　岡　　 粕屋郡　　　　　　　 ブックイン金進堂長者原店　　　　　　　　
福　岡　　 福岡市　　　　　　　 ブックイン金進堂原田店　　　　　　　　　
福　岡　　 宗像郡　　　　　　　 パートナーズ金修堂　　　　　　　　　　　
福　岡　　 古賀市　　　　　　　 千鳥プラザ金修堂　　　　　　　　　　　　
福　岡　　 福岡市　　　　　　　 次郎丸金修堂　　　　　　　　　　　　　　
福　岡　　 福岡市　　　　　　　 菊地書店　　　　　　　　　　　　　　　　
福　岡　　 北九州市　　　　　　 白石書店　本城店　　　　　　　　　　　　
福　岡　　 福岡市　　　　　　　 ジュンク堂書店　福岡店　　　　　　　　　
福　岡　　 福岡市　　　　　　　 リブロ福岡西新店　　　　　　　　　　　　
福　岡　　 久留米市　　　　　　 リブロ久留米店　　　　　　　　　　　　　
福　岡　　 春日市　　　　　　　 リブロ春日店　　　　　　　　　　　　　　
福　岡　　 久留米市　　　　　　 紀伊國屋書店　久留米店　　　　　　　　　
福　岡　　 福岡市　　　　　　　 リブロ　西鉄平尾店　　　　　　　　　　　
佐　賀　　 鳥栖市　　　　　　　 油屋本店　　　　　　　　　　　　　　　　
長　崎　　 平戸市　　　　　　　 平戸ブックセンター　　　　　　　　　　　
長　崎　　 長崎市　　　　　　　 メトロ書店　本店　　　　　　　　　　　　
長　崎　　 大村市　　　　　　　 長崎書店本店　　　　　　　　　　　　　　
熊　本　　 熊本市　　　　　　　 紀伊國屋書店　熊本店　　　　　　　　　　
熊　本　　 熊本市　　　　　　　 リブロ熊本店　　　　　　　　　　　　　　
大　分　　 大分市　　　　　　　 晃星堂　　　　　　　　　　　　　　　　　
大　分　　 大分市　　　　　　　 リブロ大分わさだ店　　　　　　　　　　　
大　分　　 大分市　　　　　　　 紀伊國屋書店　大分店　　　　　　　　　　
宮　崎　　 宮崎市　　　　　　　 りーぶる金海堂　　　　　　　　　　　　　
鹿児島　　指宿市　　　　　　　 米永書店　　　　　　　　　　　　　　　　
鹿児島　　鹿児島市　　　　　　 メディアジャングル　大竜店　　　　　　　
沖　縄　　 那覇市　　　　　　　 沖書店　　　　　　　　　　　　　　　　　
沖　縄　　 中頭郡　　　　　　　 宮脇書店　嘉手納店　　　　　　　　　　　



沖　縄　　 宜野湾市　　　　　　 宮脇書店　宜野湾店　　　　　　　　　　　
沖　縄　　 沖縄市　　　　　　　 宮脇書店　美里店　　　　　　　　　　　　
沖　縄　　 浦添市　　　　　　　 宮脇書店　浦添店　　　　　　　　　　　　


