
キャンペーン実施書店⼀覧
実施書店名 住所

ｉ・ＢＯＯＫイトーヨーカドー福住店 札幌市豊平区福住２条１丁⽬イトーヨーカドー福住店３Ｆ             
ｉ・ＢＯＯＫイトーヨーカドー屯⽥店 札幌市北区屯⽥８条３－５－１                         
ふきのとう書房平岸店 札幌市豊平区平岸２条７丁⽬札幌東光ストア２Ｆ                 
ＢＯＯＫＳ ＨＩＲＯＳＥ イオン店 釧路市昭和中央４丁⽬１８番１号                        
ＢＯＯＫＳ ＨＩＲＯＳＥ 北⾒店 北⾒市北進町１－１－１イオン北⾒店内                     
⽶⽵書店 仙台市⻘葉区⼆⽇町３－２５                          
ヤマニ書房エブリア店 いわき市⿅島町⽶⽥字⽇渡５⿅島ショッピングセンター内             
岩瀬書店富久⼭店 郡⼭市富久⼭町⼋⼭⽥字⼤森新⽥３６－１                    
岩瀬書店福島駅⻄⼝店 福島市栄町１－１ 福島駅⻄⼝パワーシティピボット               
こまつ書店寿町本店 ⼭形市寿町１０－２７                             
こまつ書店⻄⽥店 ⼭形市⻄⽥１－１－８                             
書店かっぱ五⾹駅店 松⼾市常磐平５－１９－１五⾹駅⻄⼝ビル３Ｆ                  
⼭下書店⾏徳店 市川市⾏徳駅前２ー４ー１３                          
福家書店市川店 市川市⻤⾼１－１－１ニッケコルトンプラザ３Ｆ                 
⼭下書店南⾏徳店 市川市南⾏徳１－１６－１                           
改造社書店⽻⽥国際空港ターミナル店 ⼤⽥区⽻⽥空港２丁⽬６番５号 東京国際空港国際線旅客ターミナルビル４階    
書店かっぱ品川⼋潮店 品川区⼋潮５－５－３パトリア２Ｆ                       
書店かっぱ⻄葛⻄店 江⼾川区清新町１－３－６パトリア内                      
⼭下書店東銀座店 中央区築地４－１－１ 東劇ビル１Ｆ                      
⼋重洲ブックセンター本店 中央区⼋重洲２－５－１                            
⼋重洲ブックセンター⽇本橋三越店 中央区⽇本橋室町１－４－１                          
⼭下書店渋⾕南⼝店 渋⾕区渋⾕３－１９－１オミビル１Ｆ                      
⼭下書店世⽥⾕店 世⽥⾕区若林４－２０－８                           
⼭下書店半蔵⾨店 千代⽥区麹町２－７半蔵⾨ビル１Ｆ                       
福家書店新宿サブナ－ド店 新宿区歌舞伎町⼀丁⽬ サブナ－ド１号                     
新栄堂書店パークタワー店 新宿区⻄新宿３－７－１ 新宿パークタワー                   
⼭下書店綾瀬東⼝店 ⾜⽴区綾瀬３－１－３２                            
第⼀書林 葛飾区新⼩岩１－３８－８                           
福家書店アリオ北砂店 江東区北砂２－１７ アリオ北砂店２Ｆ                     
⼭下書店⼤塚店 豊島区北⼤塚２－１４                             
ブックスオオトリ⾼円寺店 杉並区⾼円寺北２－８－１０                          
ブックスフジ⼤⿃居店 ⼤⽥区⻄糀⾕３丁⽬３７番１１号                        
加藤⽟泉堂 ⼤⽥区⽥園調布５－１０－１                          
ブックスタマ武蔵⼩⼭店 品川区⼩⼭３－２１－１６                           
幸福書房代々⽊上原店 渋⾕区上原１－３２－１９／三善コ－ポ１Ｆ                   
カルチャー．トキワ 渋⾕区代々⽊３－２２－１ ⽂化服装学園内                   
⼋雲堂書店 ⽬⿊区中根１－３－３                             
不⼆屋 ⽬⿊区⾃由ケ丘２－１１－３                          
⽂芸書林 世⽥⾕区祖師⾕３－１－２                           
⽇原書店 世⽥⾕区⽟川４－１２－１５                          
⽥中堂 世⽥⾕区豪徳寺１－２５－６                          
ＢＯＯＫＳＤＯＮ 世⽥⾕区⽤賀２－３０－１                           
尾⼭台書店 世⽥⾕区尾⼭台３－２２－９                          
ファミリー書房 世⽥⾕区奥沢３－４７－８                           
⽂象堂 新宿区四⾕４－９                               
盛好堂 新宿区百⼈町２－１－４                            
ラムラブックセンター芳進堂 新宿区神楽河岸１－１セントラルプラザビル２Ｆ                 
⼤⽯書店 新宿区⼾⼭１－１－６                             
末広堂書店本店 新宿区⻄新宿６－５－１新宿アイランドタワー秘書箱１５３１           
桔梗屋 新宿区下落合３－２１－１６                          
⽂悠 新宿区神楽坂６－８                              
⽮崎書店 板橋区仲宿５６－１６                             
メディアライン⼤⼭店 板橋区⼤⼭町４－４ コンフォリオ⼤⼭                     
ここから書房 北区中⾥２－１－４ アジアビル１階                      
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明正堂アトレ上野店 台東区上野７－１－１ アトレ上野ＮＯ．５０８０                
駅前の本屋まこと ⾜⽴区⽵の塚６－５－３－１０４                        
太洋堂書店 葛飾区⾦町６丁⽬２番１－１０３号                       
ブックスキデイランド⻲有店 葛飾区⻲有３－４９－３ アリオ⻲有アリオモール２Ｆ              
オークスブックセンター錦⽷町店 墨⽥区太平４－１－２ ＯＬｉｎａｓ ＭＡＬＬ４Ｆ               
ＢＯＯＫＳアイ茗荷⾕店 ⽂京区⼤塚１－１－１５                            
野上書店 豊島区⽬⽩３－４－１２                            
いつわ書店中野新橋店 中野区弥⽣町２－２７－９                           
ＢＯＯＫ＋東中野店 中野区東中野４－４－２６アトレヴィ東中野３Ｆ                 
ブックスタマ武蔵関店 練⾺区関町北４－２－１３ ロータスロード３Ｆ                 
メディアライン東武練⾺店 練⾺区北町２－３８－７                            
ブックスタマ上⽯神井店 練⾺区上⽯神井１－６－１２                          
サンブックス浜⽥⼭ 杉並区浜⽥⼭３ー３０ー５                           
ブックセラース⻄荻 杉並区⻄荻南３－２４－１／⻄荻ステ－ション街                 
⽂公堂書店 杉並区阿佐ヶ⾕南３－５８－１ダイヤ街２Ｆ                   
増⽥書店 国⽴市国⽴中１－９－１                            
増⽥書店北⼝店 国⽴市北１－７－１クレッセント国⽴ディアナプレス               
ブックス・ルーエ 武蔵野市吉祥寺本町１－１４－３                        
ブックスタマ福⽣店 福⽣市福⽣１０７６                              
久美堂本店 町⽥市原町⽥６－１１－１０                          
久美堂四丁⽬店 町⽥市原町⽥４－９－８サウスフロントタワー町⽥１Ｆ              
久美堂⼩⽥急店 町⽥市原町⽥６－１２－２０／⼩⽥急百貨店８Ｆ                 
久美堂本町⽥店 町⽥市本町⽥９９６                              
ブックスタマ⼩作店 ⽻村市栄町１－３－１１                            
ブックスタマ千ヶ瀬店 ⻘梅市千ヶ瀬４－３２６                            
ブックスタマ東村⼭店 東村⼭市野⼝町１－４６ワンズプラザ２Ｆ                    
ブックスタマ⼋王⼦店 ⼋王⼦市中野上町４－３２－８                         
ブックスタマ⻄調布店 調布市下⽯原３－１１－１                           
ブックスタマ東⼤和店 東⼤和市仲原４－２－４                            
ブックエース アリオ深⾕店 深⾕市上柴町⻄４－２－１４                          
ブックマンズアカデミー ⾼崎店 ⾼崎市飯塚町１１５０－５                           
ブックメイツ新百合ヶ丘北⼝店 川崎市⿇⽣区万福寺１－１７－１⼩⽥急アコルデ新百合ヶ丘北館          
サクラ駅ビル店 平塚市宝町１－１平塚ステーションビルラスカ５Ｆ                
ブックメイツ東林間店 相模原市南区上鶴間７－７－６ ⼩⽥急マルシェ内                
ブックメイツ⽟川学園店 町⽥市⽟川学園２ー２１ー９ オダキューＯＸ内                 
⻑嶋書店 川⼝市⻄川⼝３－３０－１５                          
ＴＳＵＴＡＹＡレイクタウン 越⾕市レイクタウン４丁⽬２番地２ イオンレイクタウンＫａｚｅ Ａ－１０８   
ｙｃ－ｖｏｘワカバウォーク店 鶴ヶ島市富⼠⾒１－２                             
堀江良⽂堂 松⼾市松⼾１－１２２５                            
レヴセン花園店 千葉市花⾒川区花園１－２１－１                        
オークスブックセンター妙典店 市川市富浜１丁⽬３－２                            
オークスブックセンター南柏店 柏市南柏中央３－２                              
⾼橋書店 横浜市中区元町２－８５                            
北野書店本店 川崎市幸区新塚越２０１番地 ルリエ新川崎                   
⽯堂書店 横浜市港北区菊名１－５－９                          
島森書店 鎌倉市⼩町１－９－３                             
ブックポート２０３ 中野島店 川崎市多摩区１－９－１ クリサンテーム中野島１階               
アニール 鎌倉市⼤船１－４－１ルミネ．ウイング６Ｆ                   
湘南台⽂華堂 藤沢市湘南台１－１２－２                           
川上書店ラスカ店（新） 茅ヶ崎市元町１－１－５０７                          
伊勢治書店ダイナシティ店（新） ⼩⽥原市中⾥２０８                              
ブックスタマ横浜富岡店 横浜市⾦沢区富岡東６－３１－７                        
Ｂｏｏｋプラザ⽂華堂 藤沢市湘南台２－５－１１ 湘南台ウエストプラザ１番地２Ｆ           
（株）進駸堂 ⼩⼭市中久喜１３４５－６                           
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萬松堂 新潟市中央区古町通６番町９５８                        
ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店村上店 村上市⼤字村上⽜沢２１                            
勝⽊書店新⼆の宮店 福井市⼆の宮５丁⽬１８０３                          
⽂苑堂書店⽰野本店 ⾦沢市⽰野町８０街区１                            
ＫａＢｏＳ⼤桑店 ⾦沢市⼤桑３－１７６                             
明⽂堂書店⾦沢野々市店 野々市市粟⽥５丁⽬４６１                           
⾦沢ビーンズ明⽂堂 ⾦沢市鞍⽉５丁⽬                               
明⽂堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ ＫＯＭＡＴＳＵ ⼩松市沖周辺⼟地区画整理事業施⼯地区内４街区                 
勝⽊書店⾦沢泉野店 ⾦沢市泉野出町２－７                             
⽂苑堂書店⼊江店 ⾦沢市東⼒４丁⽬２５６                            
⾦沢百番街うつのみや ⾦沢市⽊ノ新保町１－１                            
うつのみや本店 ⾦沢市⾹林坊２－１－１ ⾹林坊１０９内                    
明⽂堂書店滑川店 滑川市上⼩泉２８２９                             
明⽂堂新庄経堂店 富⼭市経堂１２３－４                             
清明堂マリエ店 富⼭市桜町１ー１ー６１                            
⽂苑堂書店清⽔町店 ⾼岡市泉町６８５－７                             
⽂苑堂書店藤の⽊店 富⼭市 開１３２５番地                            
明⽂堂書店富⼭掛尾店 富⼭市掛尾町２７１－１                            
⽂苑堂書店富⼭豊⽥店 富⼭市豊⽥町２丁⽬８－１４                          
⽂苑堂書店⼩杉店 射⽔市橋下条⾚⽥６街区１７                          
吉⾒書店⻯南店 静岡市葵区千代⽥４ー３ー１０                         
吉⾒書店⻑⽥店 静岡市駿河区東新⽥２－１６－２２                       
フェィヴァリットブックス 浜松市浜北区中条１３１５－２                         
江崎書店新パルシェ店 静岡市葵区⿊⾦町４９パルシェ内                        
朗⽉堂 甲府市貢川本町１３ー６                            
豊川堂 豊橋市呉服町４０                               
本のメグリア本店 豊⽥市⼭之⼿８－９２（トヨタ⽣協メグリア本店３Ｆ）              
福⽂堂 名古屋市中区新栄１－２－１                          
こみかるはうす尾⻄店 ⼀宮市⼩信中島字郷東２４２０ （株）平和堂尾⻄店内              
こみかるはうす新瀬⼾店 瀬⼾市東横⼭町９２バロー新瀬⼾ショッピングセンター内             
秀才堂 春⽇井市神領町２－２４－８ 稲垣ビル１階２号                 
らくだ書店東郷店 愛知郡東郷町⽩⿃２－２０－１                         
正⽂館書店⻑久⼿フレンドタウン店 ⻑久⼿市東原⼭４６－９３                           
トキワ園書店栄地下店 名古屋市中区栄３－５－１２先栄森の地下街南⼆番街               
こみかるはうす名古屋店 名古屋市中村区名駅４丁⽬８－１４ 三井ビル北館地下１階            
地下トキワ園 名古屋市中村区名駅３－１４－１５先／地下名店街                
らくだ書店城北店 名古屋市北区⽔草町１－６０                          
ちくさ正⽂館 名古屋市千種区内⼭３－２８－１                        
ブックス⽵⼭ 名古屋市千種区末盛通り１ー７地先                       
らくだ書店本店 名古屋市千種区⻘柳町５－１８                         
こみかるはうす藤が丘店 名古屋市名東区明が丘５１番地                         
おうさか書房平針店 名古屋市天⽩区御前場町８８－１                        
泰⽂堂⽇⽐野本店 名古屋市熱⽥区⻄郊通２－１６                         
⼤洞堂本店 岐⾩市茜部本郷１丁⽬１番地                          
新光堂桑名アピタ店 桑名市中央町３－２１アピタ桑名店１Ｆ                     
別所書店修成店 津市修成町２０番地                              
多気ＢＣ クリスタルタウン店 多気郡多気町⼤字仁⽥７２５－１ クリスタルタウン内              
ブックフォーラム喜久屋書店新⽯切店 東⼤阪市弥⽣町２－４３新⽯切プラザ内                     
天⽜堺書店三国ケ丘店 堺市堺区向陵中町２－７－１ショップ南海内                   
天⽜堺書店堺東⾼島屋店 堺市堺区三国ヶ丘御幸通５９⾼島屋アップルビルＢ１Ｆ              
福家書店アリオ鳳店 堺市⻄区鳳南町３－１９９－１２                        
隆祥館書店 ⼤阪市中央区安堂寺町１－３－４                        
天⽜堺書店天下茶屋店 ⼤阪市⻄成区岸⾥１－１－９ショップ南海内                   
ライフ⻑居店 ⼤阪市住吉区⻑居東３－１－１                         



キャンペーン実施書店⼀覧
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梁川書店 ⼤阪市浪速区⼤国１－８－１６                         
ライフ⻄⼤橋店 ⼤阪市⻄区新町２－９－１７                          
ライフ本庄店 ⼤阪市北区本庄東２－３－３５                         
天⽜堺書店粉浜店 ⼤阪市住吉区東粉浜３ー２３ー２３ショップ南海粉浜内              
ライフ⼟佐堀店 ⼤阪市⻄区⼟佐堀１－５－２５                         
ライフ天神橋店 ⼤阪市中央区島町２－３－３                          
天⽜堺書店ｅｋｉｍｏなんば店 ⼤阪市中央区難波１－９－７                          
啓林堂書店学園前店 奈良市学園北１丁⽬９－１パラディ学園前 ３Ｆ                 
啓林堂書店奈良店 奈良市⻄御⾨町１－１                             
万葉書店真美ヶ丘店 北葛城郡広陵町⾺美中４－１－１エコ－ルマミ２Ｆ                
啓林堂書店新⼤宮店 奈良市⼤宮町６－１－６                            
啓林堂書店⽣駒店 ⽣駒市⾕⽥町１６００                             
啓林堂書店⻄⼤寺店 奈良市⻄⼤寺町２－１－６３サンワシティビル２Ｆ                
ハイパーブックス彦根店 彦根市⼾賀町１４５－２                            
扶桑書店 ⼤津市本堅⽥５－２０－１０アルプラザ堅⽥店２Ｆ                
藤野⽂祥堂 京都市中京区姉⼩路通り寺町東⼊ル下本能寺前町５２２番地            
若林書店 京都市中京区寺町⼆条下ル                           
井上⽂鴻堂 京都市下京区寺町通⾼辻⾓                           
みつや書店 京都市伏⾒区⼤⼿筋四番街                           
井⼾書店 神⼾市須磨区平⽥町２－３－９                         
新⽂堂 神⼾市須磨区⽉⾒⼭本町１－９－２３                      
芦屋宝盛館 芦屋市公光町１１－８                             
喜久屋書店名⾕店 神⼾市須磨区中落合２ー３ー１                         
吉⽥書店 岡⼭市北区表町２－７－１９                          
ゆうりんかん 岡⼭市北区平野９２０わたなべ⽣鮮館１Ｆ                    
河原書店 岡⼭市北区富⽥町２－２－１７                         
愛⽂社書店 倉敷市阿知２－２１－１１                           
花本書店 尾道市⼟堂１－３－２１                            
中国堂書店 呉市中通３丁⽬８－３                             
⼩研勉強堂 呉市阿賀中央７－７－４０                           
森書店 東広島市⻄条朝⽇町６－６２                          
フタバ図書横川店 広島市⻄区横川町３－２－１１                         
フタバ図書⼋丁堀店 広島市中区⼋丁堀６－１８                           
グリ－ン・シティ書籍部 雲南市⼤東町⼤東９５６－１⼤東シヨッピングセンタ－              
鳳鳴館 周南市銀座１－２５                              
⾼松書林 ⾼松市兵庫町２－９                              
まつしまや書店 ⾼松市松島町２－１４－１０                          
⾦⾼堂書店 ⾼知市帯屋町２丁⽬２チェントロ １階                     
マスヤ書店 今治市常盤町３－６－１                            
瀬川書店 徳島市蔵本町２－１                              
ブックシティ平惣徳島店 徳島市沖浜３－９                               
宮脇書店帯広店 帯広市⻄８条南１７丁⽬２番地                         
宮脇書店さくら野弘前店 弘前市城東北３丁⽬１０－１                          
宮脇書店ヨークタウン野⽥店 福島市野⽥町４－１－３                            
宮脇書店越⾕店 越⾕市東⼤沢５－５－８                            
宮脇書店鈴⿅店 鈴⿅市末広南１丁⽬１番１号                          
宮脇書店松阪店 松阪市⼤⿊⽥町５１５－１                           
宮脇書店洲本店 洲本市塩屋１－１－８イオン洲本ショッピングセンター２階            
宮脇書店岡⼭ヨーカ堂店 岡⼭市北区下⽯井２－１０－２ イトーヨーカ堂岡⼭店３階            
宮脇書店岡⼭本店 岡⼭市北区今３－２３－１０３                         
天満屋ハピータウン宮脇⾼梁店 ⾼梁市中原町１０８４－１天満屋ハピータウン⾼梁店３階             
宮脇書店総社店 総社市井⼿１０４９－１                            
宮脇書店徳⼭店 周南市周陽１－２－２３                            
宮脇書店南本店（Ａ） ⾼松市伏⽯町１４６－１                            



キャンペーン実施書店⼀覧
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宮脇書店松⼭店 松⼭市南江⼾３－５－３１                           
エ－ブック飯塚店 飯塚市秋松８７９－３                             
宮脇書店那覇空港店 那覇市鏡⽔１５０                               
福家書店福岡⽊の葉モール橋本店 福岡市⻄区橋本２丁⽬ ⽊の葉モール橋本２Ｆ                  
８⼤橋駅店 福岡市南区⼤橋１ー５ー１                           
２本店 福岡市中央区天神２－９－１１０                        
内野書店 福岡市早良区⾼取２ー１７ー４５                        
３７ゆめモ－ル筑後店 筑後市前津⼟地区画整理事業区域内１０画地                   
⽂久 福岡市南区⾼宮５－１－１                           
⾦修堂本店 福岡市中央区草⾹江２－２－７                         
⾦修堂⻄新店 福岡市早良区⻄新５丁⽬５９２番地の１ 三浦ビル⻄新店             
ブックスキューブリック 福岡市中央区⾚坂２－１－１７                         
（有）井原書店 福津市中央３－８－５                             
松葉屋野間店 福岡市南区野間１丁⽬５ー２                          
好⽂堂書店 ⻑崎市浜町８－２９                              
⻑崎書店 熊本市中央区上通町６－２３                          
⾦⿓堂まるぶん店 熊本市中央区上通町５－１                           
⼭形屋 書籍売場 ⿅児島市⾦⽣町３番１号 ⼭形屋書籍売場                    
福家書店リバーウォーク北九州店 北九州市⼩倉北区室町１－１－１北リバーウォーク２Ｆ              
近藤書店 ⽥川市本町１３－２５                             
⽂教堂東川⼝店 川⼝市⼾塚３－３５－１４                           
⽂教堂⾺橋駅前店 松⼾市⾺橋字⻄ノ下９８－１                          
⽂教堂あざみ野東急店 横浜市⻘葉区あざみ野２丁⽬１－１ あざみ野東急２Ｆ              
⽂教堂Ｒ４１２店 厚⽊市林１－２－１０                             
⽂教堂⽴場店 横浜市泉区中⽥⻄１－１イトーヨーカ堂⽴場店３Ｆ                
⽂教堂登⼾駅店 川崎市多摩区登⼾３４３５番地登⼾駅ビル３Ｆ                  
⽂教堂梶ケ⾕店 川崎市⾼津区末⻑１２０ー２                          
⽂教堂新城駅店 川崎市中原区上新城２－１－１７                        
カルチャーエージェント⽂教堂溝ノ⼝南⼝店 川崎市⾼津区溝ノ⼝２丁⽬１－１                        
⽂教堂溝ノ⼝駅前店 川崎市⾼津区溝⼝１－３－１ノクティプラサ１ ７Ｆ               
⽂教堂葉⼭店 三浦郡葉⼭町⼀⾊１４６５ー１                         
カルチャーＡ・⽂教堂みなとみらい駅店 横浜市⻄区みなとみらい２－３－４クイーンズスクエア横浜アットステーションコアＢ
カルチャーエージェント⽂教堂武蔵⼩⼭駅店 品川区⼩⼭３丁⽬４番８号武蔵⼩⼭駅ビル地下１階                
⽂教堂⼤崎店 品川区⼤崎１丁⽬６－４⼤崎ニューシティ１Ｆ                  
⽂教堂⻄葛⻄店 江⼾川区⻄葛⻄６ー８ー７                           
⽂教堂広尾店 港区南⿇布４－１－２９広尾ガーデン２Ｆ                    
⽂教堂代々⽊上原駅店 渋⾕区⻄原３－８－５アコルデ代々⽊上原２Ｆ                  
ＣＡ⽂教堂渋⾕ｃｏｃｏｔｉ店 渋⾕区渋⾕１丁⽬２３－１６ ｃｏｃｏｔｉ２Ｆ                 
⽂教堂三軒茶屋店 世⽥⾕区三軒茶屋１－３９－７                         
⽂教堂⼆⼦⽟川店 世⽥⾕区⽟川２－２１－１⼆⼦⽟川ライズ・ショッピングセンタータウンフロント６階
⽂教堂経堂店 世⽥⾕区宮坂２－１９－５                           
⽂教堂市ヶ⾕店 千代⽥区五番町３－１－２五番町クランドビル１Ｆ                
⽂教堂⽵ノ塚駅前店 ⾜⽴区⽵ノ塚６－９－１                            
⽂教堂東陽町駅前店 江東区東陽４－１－７                             
⽂教堂練⾺⾼野台店 練⾺区⾼野台１－７－１７⼤丸ピーコック⾼野台店２Ｆ              
ＢＯＯＫ ＷＡＬＫＥＲ 豊⽥市上野町４－６－７                            
本の王国刈⾕店 刈⾕市若松町２－１０１ みなくる刈⾕ＳＣ２Ｆ                 
⼩牧ブックセンター ⼩牧市中央１－３０３                             
郡⼭書店 ⾨真市常称寺町１７ー１４                           
三葉堂書店 北九州市⼩倉北区⿂町３－２－１５                       
平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ⻑森店 岐⾩市野⼀⾊４－１－５                            
平和書店フレンドタウン深江橋店 ⼤阪市城東区永⽥３－２－６                          
ＩＹ東⼤阪店 東⼤阪市吉⽥下町１－２外                           
喜久屋書店太⽥店 太⽥市⽯原町８１イオン太⽥ショッピングセンター２Ｆ              
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喜久屋書店⾼岡店 ⾼岡市下伏間江３８３イオン⾼岡ショッピングセンター内             
喜久屋書店橿原店 橿原市曲川町７丁⽬２０番１号 イオンモール橿原アルル・３Ｆ          
喜久屋書店⼤和郡⼭店 ⼤和郡⼭市下三橋町７４１                           
喜久屋書店⻄神中央店 神⼾市⻄区糀台５－２－３ プレンティ１番館３Ｆ                
喜久屋書店倉敷店 倉敷市⽔江１、イオン倉敷ショッピングセンター２Ｆ               
喜久屋書店⼩倉店 北九州市⼩倉北区京町３－１－１ＣＯＬＥＴ／Ｉʼｍ９               
あおい書店川崎駅前店 川崎市川崎区駅前本町８番地 川崎ＤＩＣＥビル４階               
あおい書店六本⽊店 港区六本⽊６丁⽬１－２４ ラビロス六本⽊１・２階               
あおい書店渋⾕南⼝店 渋⾕区 桜丘町 ２－９ 第⼀カスヤビル１Ｆ・２Ｆ               
あおい書店池尻⼤橋店 東京都世⽥⾕区池尻３－１－３                         
あおい書店⾼⽥⾺場店 新宿区⾼⽥⾺場４丁⽬９－１２ ⽇新⻄北ビル１Ｆ                
あおい書店中野本店 中野区中野４－３－１ 中野サンクォーレ１・２階                
くまざわ書店帯広藤丸店 帯広市⻄２条南８－１藤丸デパート６Ｆ                     
くまざわ書店五所川原店 五所川原市⼤字唐笠柳字藤巻５１７－１エルムの街２Ｆ              
くまざわ書店福島エスパル店 福島市栄町１－１エスパル２Ｆ                         
くまざわ書店アズセカンド店 熊⾕市筑波２－１１５アズセカンド内                      
くまざわ書店和光店 和光市丸⼭台１－９－３イトーヨーカドー和光店３Ｆ               
くまざわ書店的場店 川越市的場新町２１－１０                           
くまざわ書店取⼿店 取⼿市中央町２－５取⼿駅構内（取⼿ボックスヒル３Ｆ）             
ＡＣＡＤＥＭＩＡイーアスつくば店 つくば市研究学園５丁⽬１９番イ－アスつくば３階                
くまざわ書店本⼋幡店 市川市⼋幡２－１７－１本⼋幡ステーションセンター２Ｆ             
くまざわ書店船橋店 船橋市本町７ー１ー１シャポー船橋店内Ｂ１Ｆ                  
くまざわ書店津⽥沼店 習志野市津⽥沼１－１－１ホテルメッツ津⽥沼４Ｆ５Ｆ              
くまざわ書店ららぽ－と店 船橋市浜町２－１－１ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ北館２Ｆ           
くまざわ書店松⼾店 松⼾市松⼾１１８１アトレ松⼾６Ｆ                       
くまざわ書店稲⽑店 千葉市稲⽑区稲⽑東３丁⽬１９番１１号ペリエ稲⽑コムスクエア内         
くまざわ書店⼋千代台店 ⼋千代市⼋千代台東１－１－１０ユアエルム⼋千代台３Ｆ             
くまざわ書店⾼崎店 ⾼崎市⼋島町２２２⾼崎駅東⼝２Ｆ                       
くまざわ書店伊勢崎店 伊勢崎市⻄⼩保⽅町３６８ＳＭＡＲＫ伊勢崎２Ｆ                 
くまざわ書店宇都宮インターパーク店 宇都宮市インタ－パ－ク６－１－１ ＦＫＤ宇都宮インターパーク店２Ｆ      
くまざわ書店宇都宮店 宇都宮市今泉町２３７宇都宮福⽥屋ショッピングプラザ３Ｆ            
くまざわ書店蕨錦町店 蕨市錦町１－１２－１イトーヨーカドー錦町２Ｆ                 
くまざわ書店宮原店 さいたま市北区宮原町１－１－１イトーヨーカドー⼤宮宮原店３Ｆ         
くまざわ書店鷲宮店 久喜市久本寺字新⽥２１３－４ アリオ鷲宮ショッピングセンター１Ｆ       
くまざわ書店上⽥店 上⽥市天神三丁⽬５－８アリオ上⽥                       
ＡＣＡＤＥＭＩＡ 港北店 横浜市都筑区中川中央１－２５ ノースポートモール３Ｆ             
くまざわ書店相模⼤野店 相模原市相模⼤野３－８－１相模⼤野ステーションスクウェア６Ｆ         
くまざわ書店⼆俣川店 横浜市旭区⼆俣川２－９１－７⼆俣川駅構内                   
くまざわ書店本厚⽊店 厚⽊市中町２－２－１⼩⽥急ミロード新館５Ｆ                  
くまざわ書店ランドマーク店 横浜市⻄区みなとみらい２－２－１（ランドマークプラザ５Ｆ）          
くまざわ書店鶴⾒店 横浜市鶴⾒区鶴⾒中央１－１－１シャル鶴⾒５Ｆ                 
くまざわ書店新横浜店 横浜市港北区新横浜３－４新横浜プリンスＰｅＰｅ４Ｆ              
くまざわ書店さぎ沼店 川崎市宮前区鷺沼１丁⽬１番さぎ沼とうきゅう４Ｆ                
くまざわ書店三ツ境店 横浜市瀬⾕区三ツ境２－１９三ツ境相鉄ライフ３Ｆ                
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店橋本店 相模原市緑区⼤⼭町１番２２号                         
くまざわ書店刈⾕店 刈⾕市南桜町２－５６－１アピタ刈⾕３Ｆ                    
くまざわ書店阿久⽐店 知多郡阿久⽐町⼤字椋岡字徳吉１－１２アピタ２Ｆ                
くまざわ書店稲沢店 稲沢市天地五反⽥町１アピタ稲沢２Ｆ                      
くまざわ書店豊⽥店 豊⽥市喜多町１－１４０ギャザ３Ｆ                       
いけだ書店⽝⼭店 ⽝⼭市天神町１ー１しろひがしスクエアー内                   
くまざわ書店⻑久⼿店 ⻑久⼿市⼾⽥⾕９０１番地の１アピタ⻑久⼿店２Ｆ                
くまざわ書店名⻄店 名古屋市⻄区名⻄２－３３－８イッツボナンザシティヨシズヤ３階         
くまざわ書店アピタ千代⽥橋店 名古屋市千種区千代⽥橋２－１－１ アピタ千代⽥橋店３Ｆ            
いけだ書店東海通店 名古屋市港区港明１－１０－２８                        
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くまざわ書店名古屋南店 名古屋市南区豊⽥４－９－４７アピタ名古屋南店１Ｆ               
くまざわ書店中津川店 中津川市淀川町３－１８アピタ中津川店                     
ＡＣＡＤＥＭＩＡ⼤垣店 ⼤垣市林町６－８０－２１ アクアウォーク⼤垣２Ｆ               
くまざわ書店柳津店 岐⾩市柳津町丸野３－３カラフルタウン岐⾩２Ｆ                 
くまざわ書店天王寺店 ⼤阪市天王寺区悲⽥院町１０－４８天王寺ミオプラザ館３階            
くまざわ書店阿倍野店 ⼤阪市阿倍野区阿倍野１－６－１ヴィアあべのウォークＢ１            
くまざわ書店四条烏丸店 京都市下京区四条通烏丸東⼊⻑⼑鉾町２０ＦＴビルＢ１              
くまざわ書店京都ポルタ店 京都市下京区烏丸通塩⼩路下ル東塩⼩路町京都駅地下街Ｐｏｒｕｔａ６０４号    
くまざわ書店桃⼭店 京都市伏⾒区桃⼭町⼭ノ下３２ ＭＯＭＯ２Ｆ                  
くまざわ書店あまがさき店 尼崎市潮江１丁⽬３番１号 あまがさきキュ－ズモ－ル３Ｆ            
くまざわ書店下関店 下関市⽵崎町４－４－７ シ－モ－ルｅｓｔ４Ｆ                 
くまざわ書店⾼松店 ⾼松市三条町字中所６０８－１ ゆめタウン⾼松２Ｆ               
くまざわ書店⼩倉店 北九州市⼩倉北区浅野１－１－１⼩倉駅アミーズプラザ５０１           
アカデミアサンリブシティ⼩倉店 北九州市⼩倉南区上葛原２－１４－１サンリブシティ⼩倉２Ｆ           
くまざわ書店佐世保店 佐世保市本島町４－７ＴＷＩＮＫＬＥＢ１                    
球陽堂書房メインプレイス店（新） 那覇市おもろまち４－４－９サンエ－メインプレイス２Ｆ             
くまざわ書店⽥園調布店 ⼤⽥区⽥園調布２－６２－４駅ビル東急スクエアガーデンサイト２Ｆ        
くまざわ書店イトーヨーカドー⼤森店 ⼤⽥区⼤森北２－１３－２イトーヨーカドー⼤森店３Ｆ              
くまざわ書店蒲⽥店 ⼤⽥区蒲⽥５－１３－１ グランデュオ蒲⽥６Ｆ                 
くまざわ書店品川店 港区港南２丁⽬１５－２品川インターシティ２Ｆ                 
くまざわ書店東京オペラシティ店 新宿区⻄新宿３－２０－２ 東京オペラシティ２Ｆ                
くまざわ書店浅草店 台東区花川⼾１－４－１ 浅草エキミセ６Ｆ                   
くまざわ書店⻄新井店 ⾜⽴区⻄新井栄町１－１８ アリオ⻄新井３Ｆ                  
くまざわ書店錦⽷町店 墨⽥区錦⽷２－２－１アルカキット錦⽷町９Ｆ                  
くまざわ書店東京テレポート店 江東区⻘海１－２－１ りんかい線東京テレポート駅改札内            
くまざわ書店豊洲店 江東区豊洲３－４－８スーパービバホーム豊洲２Ｆ                
くまざわ書店池袋店 豊島区⻄池袋１－１１－１ルミネ池袋６Ｆ                    
くまざわ書店⻄武池袋店 豊島区南池袋１丁⽬２８－１ ⻄武池袋駅改札内                 
くまざわ書店⼤泉学園店 練⾺区東⼤泉５－４３－１ゆめりあフェンテ４Ｆ                 
くまざわ書店国領店 東京都調布市国領町⼋丁⽬２－６４ イトーヨーカドー国領店３Ｆ         
くまざわ書店武蔵⼩⾦井店 ⼩⾦井市本町６－１４－９イトーヨーカドー武蔵⼩⾦井店３Ｆ           
くまざわ書店⼋王⼦店 ⼋王⼦市旭町２ー１１                             
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店桜ヶ丘店 多摩市関⼾１－１１－１京王聖跡桜ヶ丘ショッピングセンターＡ階７Ｆ       
くまざわ書店昭島店 東京都昭島市⽥中町５６２－１モリタウン２Ｆ                  
くまざわ書店武蔵⼩⾦井北⼝店 ⼩⾦井市本町５－１１－２ ＭＥＧＡドン・キホ－テ武蔵⼩⾦井駅前店Ｂ１     
くまざわ書店⽇野店 ⽇野市⽇野本町３－１１－７                          
くまざわ書店⼋王⼦南⼝店 ⼋王⼦市⼦安町４－７－１サザンスカイタワ－⼋王⼦１Ｆ             
明屋書店イケヤ⾼林店 浜松市中区⾼林４－８－７                           
明屋書店イケヤ磐⽥東店 磐⽥市富⼠⾒台８－２３                            
明屋書店光店 光市虹ヶ浜１－４－１０                            
明屋書店今宿店 周南市⽉丘町４－１９                             
明屋書店ＭＥＧＡ平⽥店 松⼭市平⽥町８１番地１                            
明屋書店松⼭本店 松⼭市湊町４－７－２                             
明屋書店空港通り店 松⼭市空港通り３－１０－３                          
明屋書店川之江店 四国中央市妻⿃町１６６２番地１                        
Ｓｅｒｅｎ Ｄｉｐ 明屋書店アエル店 松⼭市⼤街道２丁⽬５番１２号 ＡＥＬＭＡＴＳＵＹＡＭＡ２階          
明屋書店宗像店 宗像市くりえいと１丁⽬４－６                         
クッキー明屋書店 隼⼈店 霧島市隼⼈町内１３５８－１                          
ＦＣ明屋書店 川南店 児湯郡川南町１３５９３－１                          
明屋書店⽇⽥店 ⽇⽥市⼗⼆町５８５－４                            
明屋書店⾅杵野⽥店 ⾅杵市⼤字野⽥２０５                             
住吉書房市川店 市川市市川１－１－１ シャポー市川Ｂ１Ｆ                   
住吉書房元住吉店 川崎市中原区⽊⽉１－２２－７                         
住吉書房宮崎台駅前店 川崎市宮前区宮崎２－１２－１                         
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住吉書房久⾥浜店 横須賀市久⾥浜１－５－１                           
住吉書房新丸⼦店 川崎市中原区新丸⼦町７４０                          
住吉書房登⼾店 川崎市多摩区登⼾３３９８－１                         
住吉書房武蔵中原店 川崎市中原区上⼩⽥中４－２－１ ビ－ンズ武蔵中原２Ｆ             
住吉書房新杉⽥店 横浜市磯⼦区杉⽥１－１－１ らびすた新杉⽥２Ｆ                
住吉書房中⼭店 横浜市緑区寺⼭町５９ ビ－ンズ中⼭３Ｆ                    
住吉書房保⼟ヶ⾕店 横浜市保⼟ヶ⾕区岩井町１－７ ア－バン３Ｆ                  
住吉書房東⼾塚店 横浜市⼾塚区川上町９１－１ モレラ東⼾塚２Ｆ                 
住吉書房⼩岩店 江⼾川区南⼩岩７－２４－１５ ⼩岩ポポＢ１                  
住吉書房駒沢店 世⽥⾕区上⾺３－１８－１１エルフレア駒沢１Ｆ                 
住吉書房五反野店 ⾜⽴区⾜⽴４－５７－１Ｅｋｉｔ１Ｆ                      
ゲオ中標津店 標津郡中標津町東２６条北１丁⽬１                       
ゲオフレスポ⼋潮店 ⼋潮市⼤瀬１丁⽬１番地３                           
アミーゴ書店⼆俣川店 横浜市旭区⼆俣川１－３－２ ⼆俣川相鉄ライフ内                
アバンティブックセンター南草津店 草津市野路１丁⽬１７－２ フェリエ南草津２Ｆ                 
イズミヤ学園前アミーゴ 奈良市学園中４－５３９－１イズミヤ内                     
イズミヤ和歌⼭店ブックアミーゴ 和歌⼭市新⽣町７ー７１イズミヤ和歌⼭店内                   
イズミヤ⼋尾店アミーゴ ⼋尾市沼１丁⽬１番                              
イズミヤ⾨真店ブックアミーゴ ⾨真市新橋町３ー１ー１０１号イズミヤ内２Ｆ                  
イズミヤ寝屋川店ブックアミーゴ 寝屋川市早⼦町２３番１－１０４号                       
アミ－ゴ書店摂津富⽥店 ⾼槻市富⽥町１－８－２５丸久ビル２階                     
アミーゴ書店都島店 ⼤阪市都島区友渕町２－１３－３４                       
アバンティブックセンター京都店 京都市南区東九条⻄⼭王町３１番地 アバンティＦＩＳＭＹ京都店６Ｆ       
アミーゴ書店北⼭店 京都市左京区下鴨南芝町２０レイ北⼭１Ｆ                    
アミーゴ書店洛北店 京都市左京区⾼野⻄開町３６番地 カナート洛北店２Ｆ              
イズミヤ伏⾒店ブックアミーゴ 京都市伏⾒区深草出⽻屋敷町２３イズミヤ伏⾒店内                
アミーゴ加古川店 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン内             
アミーゴ書店ＨＡＴ神⼾店 神⼾市中央区脇浜海岸通２－２－３プルメール ＨＡＴ神⼾２Ｆ          
アバンティブックセンター 三⽥駅前店 三⽥市駅前町２番１号三⽥駅前⼀番館キッピーモール４Ｆ             
アミーゴ書店⻄宮東店 ⻄宮市⼩松北町１丁⽬６－４４コープ⻄宮東店２Ｆ                
アミーゴ六甲道店 神⼾市灘区永⼿町４丁⽬２－１フォレスタ六甲１階                
アミーゴ書店横尾店 神⼾市須磨区横尾１丁⽬５番リファーレ横尾店                  
アミーゴ書店⼋多店 神⼾市北区⼋多町中１１５０番地                        
アミーゴ書店舞多聞店 神⼾市垂⽔区舞多聞東２丁⽬１番４５号ブルメール舞多聞２Ｆ           
アミーゴ書店垂⽔店 神⼾市垂⽔区天ノ下町１－１ ウエステ垂⽔２Ｆ                 
アミーゴ書店 ⻄神南店 神⼾市⻄区井吹台東町１－１－３                        
アミーゴ新藤原台店 神⼾市北区藤原台中町１－２エコールリラ２Ｆ                  
イズミヤ⻄神⼾店ブックアミーゴ 兵庫県神⼾市⻄区⻯が丘１－２１－１カナート⻄神⼾               
イズミヤ多⽥店ブックアミーゴ 川⻄市多⽥桜⽊１－８－３イズミヤ内                      
アミーゴ書店若葉台店 稲城市若葉台⼆丁⽬４番２号フレスポ若葉台１Ｆ                 
ブックファーストルミネ⼤宮店 さいたま市⼤宮区錦町６３０番地ルミネ⼤宮店ルミネ１ ５階           
ブックファーストルミネ川越店 川越市脇⽥本町３９－１９ ルミネ川越４階                   
ブックファーストモザイクモール港北店 横浜市都筑区中川中央１－３１－１ モザイクモール港北３階           
ブックファースト⻘葉台店 横浜市⻘葉区⻘葉台２－１－１ ⻘葉台東急スクエアＳ－１別館３階・４階     
ブックファーストボーノ相模⼤野店 相模原市南区相模⼤野三丁⽬２番１号ボーノ相模⼤野ショッピングセンター４階   
ブックファースト曽根店 豊中市曽根東町３－１－１ ＴＩＯ阪急曽根１階                 
ブックファースト豊中店 豊中市本町１－１－１阪急豊中駅２階                      
ブックファースト蛍池店 豊中市蛍池中町３－２－１ルシオーレ３階                    
ブックファーストデュー阪急⼭⽥店 吹⽥市⼭⽥⻄４－１－２デュー阪急⼭⽥２階                   
ブックファースト池⽥店 池⽥市栄町１番１号阪急池⽥ブランマルシェ２番館                
ブックファースト茶屋町⼝店 ⼤阪市北区芝⽥１－１－２ 阪急梅⽥駅２階                   
ブックファースト梅⽥２階店 ⼤阪市北区芝⽥１－１－３ 阪急梅⽥駅２階                   
ブックファースト梅⽥３階店 ⼤阪市北区芝⽥１－１－２ 阪急梅⽥駅３階                   
ブックファーストなんばウォーク店 ⼤阪市中央区難波２丁⽬ なんばウォーク虹のまち１－２             



キャンペーン実施書店⼀覧
実施書店名 住所

ブックファースト三国店 ⼤阪市淀川区新⾼３－６－３３－１０１ ヴュール阪急三国１階          
ブックファーストクリスタ⻑堀店 ⼤阪市中央区南船場２丁⽬ ⻑堀地下街２号                   
ブックファースト野⽥アプラ店 ⼤阪市福島区海⽼江１－１－１７ 野⽥アプラ１階                
ブックファースト四条⼤宮店 京都市中京区四条通⼤宮⻄⼊ル錦⼤宮町１２１ ⼤宮阪急ビル１階         
ブックファースト京都店 京都市下京区四条通河原町北東⾓ コトクロス阪急河原町４階・５階        
ブックファーストミュー阪急桂店 京都市⻄京区桂野⾥町１７ ミュー阪急桂４階                  
ブックファースト六甲店 神⼾市灘区宮⼭町３－１－２５ 六甲阪急ビル２階                
ブックファースト阪急⻄宮ガーデンズ店 ⻄宮市⾼松町１００番地                            
ブックファースト阪神尼崎店 尼崎市神⽥中通１丁⽬２番地１                         
ブックファースト⻄宮店 ⻄宮市⾼松町６－２０ 阪急⻄宮北⼝駅２階                   
ブックファースト川⻄店 川⻄市栄町２０－１ 阪急川⻄能勢⼝駅２階                   
ブックファースト宝塚店 宝塚市栄町２－３－１ Ｇ・コレクション阪急宝塚１階              
ブックファーストエビスタ⻄宮店 ⻄宮市⽥中町１－６ エビスタ⻄宮１階                     
ブックファーストレミィ五反⽥店 品川区東五反⽥２－１－２ ｒｅｍｙ ｇｏｔａｎｄａ ７階           
ブックファーストアトレ⼤森店 ⼤⽥区⼤森北１－６－１６ アトレ⼤森４階                   
ブックファースト渋⾕⽂化村通り店 渋⾕区宇⽥川町２３－３ 渋⾕第⼀勧銀共同ビル地下１階・地下２階        
ブックファースト⾃由が丘店 ⽬⿊区⾃由が丘１－８－２１ メルサ⾃由が丘Ｐａｒｔ１ 地下１階        
ブックファースト⼆⼦⽟川店 世⽥⾕区⽟川２－２２－１３ ⼆⼦⽟川駅改札内                 
ブックファースト新宿店 新宿区⻄新宿１－７－３ モード学園コクーンタワー地下１階・地下２階      
ブックファースト銀座コア店 中央区銀座５－８－２０ 銀座コア６階                     
ブックファーストルミネ北千住店 ⾜⽴区千住旭町４２－２ルミネ北千住８階                    
ブックファースト練⾺店 練⾺区練⾺１丁⽬５－１０                           
ブックファーストアトレ吉祥寺店 武蔵野市吉祥寺南町１－１－２４吉祥寺アトレ２階                
ブックファーストアトレ吉祥寺東館店 武蔵野市吉祥寺南町１－１－２４アトレ吉祥寺東館２階              
⼤垣書店グロスアミュゼ富⼠宮店 富⼠宮市浅間町１番８号イオンモール富⼠宮２Ｆ                 
⼤垣書店⾼槻店 ⾼槻市芥川町１丁⽬                              
⼤垣書店烏丸三条店 京都市中京区三条通烏丸⻄⼊ル街倉町８５－１                  
⼤垣書店⼆条駅店 京都市中京区⻄ノ京栂尾町ＢＩＶＩ⼆条１Ｆ                   
⼤垣書店四条店 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町６８９                     
⼤垣書店京都⾼島屋店 京都市下京区四条通河原町⻄⼊真町５２⾼島屋京都店６階             
⼤垣書店イオンモ－ル京都桂川店 南区久世⾼⽥町３７６番イオンモ－ル京都桂川１Ｆ                
⼤垣書店⾼野店 京都市左京区⾼野東開町２０                          
廣⽂館⾦座街本店 広島市中区本通１－１１                            
廣⽂館福⼭駅ビル店 福⼭市三之丸町３０－１ サンステーションテラス内２Ｆ             
今井書店グループセンター店 松江市⽥和⼭町８８                              
今井書店錦町店 ⽶⼦市錦町３－９０                              
平安堂⻑野店 ⻑野市末広町１３５５－５                           
平安堂飯⽥店 飯⽥市⿍名古熊６６０－１                           
平安堂伊那店 伊那市福島２３４－１ 伊那福島ショピングパーク                
平安堂若槻店 ⻑野市稲⽥１－１４－２１                           
平安堂川中島店 ⻑野市川中島町御厨字堂野９４６－３                      
平安堂東和⽥店 ⻑野市東和⽥５０５－１                            
平安堂更埴店 千曲市桜堂字⻄沖３８０－３                          
メトロ書店 神⼾御影店 神⼾市東灘区御影中町３－２－１ 御影クラッセ４Ｆ               
メトロ書店本店 ⻑崎市尾上町１－１ アミュプラザ⻑崎３Ｆ                   


