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2018年11⽉27⽇現在
住所

店舗名
TSUTAYA⼩樽店

北海道

⼩樽市稲穂5-10-1

TSUTAYA美しが丘店

北海道

札幌市清⽥区美しが丘3条4丁⽬1-10

蔦屋書店 多賀城市⽴図書館 ※

宮城県

多賀城市中央2-4-3

紀伊國屋書店 仙台店

宮城県

仙台市太⽩区⻑町7丁⽬20-3 ザ・モール仙台⻑町3F

三洋堂書店⽯岡店 ※

茨城県

⽯岡市東光台3丁⽬1-8

福家書店 市川店 ※

千葉県

市川市⻤⾼1丁⽬1-1 ニッケコルトンプラザ3階

有隣堂アトレ新浦安店 ※

千葉県

浦安市⼊船1-1-1 アトレ新浦安2F

福家書店 新宿サブナード店

東京都

新宿区歌舞伎町1 サブナード1号

福家書店 北砂店 ※

東京都

江東区北砂2丁⽬17-1 アリオ北砂2F

有隣堂アトレ恵⽐寿店 ※

東京都

渋⾕区恵⽐寿南1-5-5 アトレ恵⽐寿5F

有隣堂町⽥モディ店 ※

東京都

町⽥市原町⽥6-2-6 町⽥モディ8F

TSUTAYA横浜みなとみらい店

神奈川県

横浜市⻄区みなとみらい4-7-1 ミッドスクウェア1F

有隣堂ルミネ横浜店

神奈川県

横浜市⻄区⾼島２-１６-１ルミネ横浜６Ｆ

有隣堂横浜駅⻄⼝ジョイナス店 ※

神奈川県

横浜市⻄区南幸1-4-B1F

有隣堂たまプラーザテラス店 ※

神奈川県

横浜市⻘葉区美しが丘1-1-2
たまプラーザテラスゲートプラザ1F/2F

有隣堂テラスモール湘南店 ※

神奈川県

藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南4F

有隣堂ららぽーと海⽼名店 ※

神奈川県

海⽼名市扇町13-1 ららぽーと海⽼名4F

有隣堂ラスカ⼩⽥原店 ※

神奈川県

⼩⽥原市栄町1-1-9 ラスカ⼩⽥原5F

有隣堂アトレ川崎店 ※

神奈川県

川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎4F

有隣堂新百合ヶ丘エルミロード店 ※

神奈川県

川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-4-1

宮脇書店 ＫａＢｏｓあざみ野店

神奈川県

横浜市⻘葉区あざみ野1-25-2

平安堂 伊那店

⻑野県

伊那市福島234-1

平安堂 飯⽥店

⻑野県

飯⽥市⿍名古熊６６０-１

三洋堂書店ルビットタウン⾼⼭店 ※

岐⾩県

⾼⼭市岡本町3丁⽬18-2 バローショッピングセンター内

三洋堂書店各務原店 ※

岐⾩県

各務原市蘇原花園町3丁⽬52

三洋堂書店下恵⼟店 ※

岐⾩県

可児市下恵⼟5896

三洋堂書店瑞浪中央店 ※

岐⾩県

瑞浪市益⾒町3-107

三洋堂書店市橋店

岐⾩県

岐⾩市市橋2丁⽬7番1号

三洋堂書店中津川店

岐⾩県

中津川市⻄宮町5番23号

三洋堂書店芥⾒店

岐⾩県

岐⾩市芥⾒南⼭2-1-8 バロー芥⾒内

三洋堂書店⼩浜店 ※

福井県

⼩浜市駅前町13-20

ｎｉｄｏ by honey bee project

愛知県

豊川市千歳通4-18 アイレクステラス

豊川堂ささしまグローバルゲート店

愛知県

名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート2F

TSUTAYA春⽇井店

愛知県

春⽇井市美濃町2-3

TSUTAYAバロー⼾⽥店

愛知県

名古屋市中川区⼾⽥明正2-110

三洋堂書店⼤⽥川店 ※

愛知県

東海市⼤⽥町町畑間7-1

三洋堂書店⼄川店 ※

愛知県

半⽥市⼄川内⼭町31

三洋堂書店⻄尾店 ※

愛知県

⻄尾市今川町⾺捨場31

三洋堂書店新開橋店 ※

愛知県

名古屋市瑞穂区新開町18-22

三洋堂書店城⼭店

愛知県

碧南市作塚町３丁⽬７４

愛知県

碧南市作塚町３丁⽬７４

愛知県

⽇進市⾹久⼭4丁⽬201-3

⼩⽥急新百合ヶ丘エルミロード4F

三洋堂書店碧南店

＆DeLi

三洋堂書店⾹久⼭店 ※
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らくだ書店本店 styleF

愛知県

名古屋市千種区⻘柳町5-18

TSUTAYAミタス伊勢店

三重県

伊勢市船江1丁⽬10-21

三洋堂書店名張店 ※

三重県

名張市蔵持町原出1764

ふたば書房草津近鉄

滋賀県

草津市渋川1丁⽬1-50 近鉄百貨店草津店4F

ふたば書房⼤津⻄武

滋賀県

⼤津市におの浜2-3-1 ⼤津⻄武百貨店 ６F

丸善ジュンク堂 京都本店

京都府

京都市中京区⼭崎町251 京都BAL B1 区画番号B1

TSUTAYA AVIX福知⼭店

京都府

福知⼭市東⽻合149

ふたば書房ゼスト御池店

京都府

京都市中京区寺町御池下る下本能寺前町492-1
ゼスト御池地下街内

ふたば書房⼭科駅前店

京都府

京都市⼭科区安朱中⼩路町5 ビエラ⼭科2F

ふたば書房京都⼋条⼝店 ※

京都府

京都市下京区東塩⼩路釜殿町31-1 近鉄名店街みやこみち

ふたば書房紫野店 ※

京都府

京都市北区紫野下御輿町6-1

福家書店 アリオ鳳店

⼤阪府

堺市⻄区鳳南町3-199-12 アリオ鳳3F

福家書店 桃⾕店

⼤阪府

⼤阪市天王寺区堂ケ芝1-8-31 ビエラ桃⾕

TSUTAYA東⾹⾥店

⼤阪府

枚⽅市東⾹⾥3-3-13

紀伊國屋書店グランフロント⼤阪店

⼤阪府

⼤阪市北区⼤深町4-20
グランフロント⼤阪ショップ＆レストラン南館6F

三洋堂書店橿原神宮店 ※

奈良県

橿原市⽯川町3-2

三洋堂書店⾹芝店 ※

奈良県

⾹芝市別所123-1

ふたば書房つかしん

兵庫県

尼崎市塚⼝本町4-8-1

FUTABA+ 垂⽔店

兵庫県

神⼾市垂⽔区神⽥町1-20 プリコ垂⽔ ⻄館

TSUTAYA丸⻲郡家店

⾹川県

丸⻲市郡家町1860-1

TSUTAYA⾼松サンシャイン通り店

⾹川県

⾼松市林町2217-21

⽂具館チャーリー 沖浜店

徳島県

徳島市問屋町3番地

附家書店 国府店 ※

徳島県

徳島市国府町井⼾⾼池窪12-1

TSUTAYA野市店

⾼知県

⾹南市野市町⻄野2094-1

TSUTAYA南国店

⾼知県

南国市篠原194-1

TSUTAYA中万々店

⾼知県

⾼知市中万々809

TSUTAYAベルパルレ川東店

愛媛県

新居浜市郷1-1-3

セレンディップ明屋書店 アエル店

愛媛県

松⼭市⼤街道2-5-12

今井書店 出雲店

島根県

出雲市⾼岡町1237-1

明屋書店notanova萩店

⼭⼝県

萩市⼤字⼟原字川島沖⽥４７４

TSUTAYA MARK IS 福岡ももち店

福岡県

福岡市中央区地⾏浜２丁⽬３０ー２４

つかしんにしまち2Ｆ

MARKIS福岡ももち２F
TSUTAYA BOOKS STORE

みらい⻑崎

⻑崎県

⻑崎市茂⾥町1-55

イルビグ熊本三年坂店

熊本県

熊本市中央区安政町1-2 カリーノ下通2F

TSUTAYAさくらの森店

熊本県

熊本市東区桜⽊6-6-1

イルビグ宮崎⾼千穂通り店

宮崎県

宮崎市橘通東4丁⽬8-1 カリーノ宮崎B1F
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