
No. 書店名 店舗名 〒 住　所

1 Book 1st. モザイクモール港北店 〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1－31－1モザイクモール港北2階

2 Book 1st. 青葉台店 〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台2－1－１青葉台東急スクエアSouth-1別館3階・4階

3 Book 1st. ルミネ川越店 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町39－19ルミネ川越4階

4 Book 1st. ルミネ新宿店 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1－1－5ルミネ新宿　ルミネ１ 6F

5 Book 1st. 自由が丘店 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1－8－21メルサ自由が丘ＰａｒｔⅠ　地下１階

6 Book 1st. アトレ大森店 〒143-0016 東京都大田区大森北1－6－16アトレ大森4階

7 Book 1st. 五反田店 〒141-0022 東京都品川区東五反田2-1-2　五反田東急スクエア7階

8 Book 1st. 新宿店 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-7-3　モード学園コクーンタワー　地下1階・地下2階

9 Book 1st. アトレ吉祥寺店 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１－２４アトレ吉祥寺本館2階

10 Book 1st. ルミネ北千住店 〒120-0034 東京都足立区千住旭町42－2ルミネ北千住8階

11 Book 1st. アトレ吉祥寺東館店 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1－1－24アトレ吉祥寺東館2階　1番街

12 Book 1st. ルミネ大宮店 〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630ルミネ大宮ルミネ1　6階

13 Book 1st. 練馬店　 〒176-0001 東京都練馬区練馬1-5-10 西武池袋線練馬駅 西口前

14 Book 1st. ルミネ町田店 〒194-0013 東京都町田市原町田6-1-11 ルミネ町田 7階

15 Book 1st. 中野店 〒164-0001 東京都中野区中野4-3-1 中野サンクォーレ1階・2階

16 Book 1st. シャポー市川店 〒272-0034 千葉県市川市市川1丁目1−１ シャポー市川 1階

17 三省堂書店 神保町本店仮店舗 〒101-0051 東京都千代田区神田小川町2-5　9階

18 三省堂書店 池袋本店 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1－28－1西武池袋本店 別館地下1階・書籍館地下1階～1階

19 三省堂書店 有楽町店 〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館 1・2F

20 三省堂書店 アトレ秋葉原1 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-17-6　アトレ秋葉原1 2階

21 三省堂書店 アトレ上野店 〒110-0005 東京都台東区上野7-1-1　アトレ上野WEST 1階

22 三省堂書店 東京ソラマチ店 〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2　東京スカイツリータウン・ソラマチ2階

23 三省堂書店 下北沢店 〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-25-21 ピーコックストア下北沢店 3F

24 三省堂書店 経堂店 〒156-0052 東京都世田谷区経堂2-1-33　経堂コルティ2階

25 三省堂書店 成城店 〒157-0066 東京都世田谷区成城6-5-34 成城コルティ2F

26 三省堂書店 カルチャーステーション千葉 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル4階 

27 くまざわ書店 南千住店　 〒116-0003 東京都荒川区南千住4-7-2　ＬａＬａテラス南千住1F

28 くまざわ書店 浅草店　 〒111-0033 東京都台東区花川戸1-4-1ＥＫＩＭＩＳＥ　6F

29 くまざわ書店 エキア北千住店 〒120-0026 東京都足立区千住旭町42-1北千住駅構内北側千代田線連絡通路

30 くまざわ書店 千住大橋店 〒120-0038 東京都足立区千住橋戸町1-13ポンテポルタ千住1F

31 くまざわ書店 東京オペラシティ店 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-2　東京オペラシティ2F

32 くまざわ書店 錦糸町店 〒130-0013 東京都墨田区錦糸町2-2-1　アルカキット錦糸町9F

33 くまざわ書店 イトーヨーカドー綾瀬店 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-4-25　イト-ヨ-カド-綾瀬店4F

34 くまざわ書店 西新井店 〒123-0843 東京都足立区西新井栄町1-20-1　アリオ西新井3F

35 くまざわ書店 池袋店　 〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-11-1　ルミネ池袋店6F

36 くまざわ書店 池袋サンシャインシティアルパ店 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-2サンシャインシティ専門店街アルパ2F

37 リブロ ｅｃｕｔｅ大宮店 〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630　JR東日本 大宮駅構内

38 リブロ 小手指店 〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町1－25－8　西友小手指店 4F 

39 リブロ ララガーデン春日部店 〒344-0064　 埼玉県春日部市南1-1-1 ララガーデン春日部1F

40 リブロ ららぽーと富士見店 〒354-8560 埼玉県富士見市山室1-1313 1階

41 リブロ 浅草店 〒111-0032 東京都台東区浅草1－25　浅草ROX4Ｆ

42 リブロ 大泉店 〒178-0063 東京都練馬区東大泉2－10－11　リヴィンオズ大泉店 4Ｆ

43 リブロ 光が丘店 〒179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1　リヴィン光が丘店 5F

44 リブロ エミオ富士見台店 〒176-0021 東京都練馬区貫井3-7-5 エミオ富士見台内

45 リブロ 国領店 〒182-0022 東京都調布市国領3－1－38　マルエツ国領店 1F

46 リブロ 田無店 〒188-0011 東京都西東京市田無町2－1－1　リヴィン田無店 4F

47 リブロ ひばりが丘店 〒202-8520 東京都西東京市ひばりが丘1-1-1 ひばりが丘パルコ4F

48 リブロ 花小金井店 〒187-0002 東京都小平市花小金井1-8-3　いなげや花小金井駅前　2F

49 リブロ トナリエキュートつくば店 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻 1-6-1 トナリエキュート 2F 

50 オリオン書房 サザン店 190-0023 東京都立川市柴崎町3ー2ー1　サザン2F

51 オリオン書房 ルミネ立川店 190-0012 東京都立川市曙町2-1-1　立川ルミネ8F

52 オリオン書房 ノルテ店 190-0012 東京都立川市曙町2－42－1　パークアベニュー3F

53 オリオン書房 アレア店 190-0023 東京都立川市柴崎町3-6-29 アレアレア〔2〕 3F

54 オリオン書房 イオンモールむさし村山店 208-0022 東京都武蔵村山市榎1－1－3　イオンモールむさし村山3F

55 CROSSBOOKS 上板橋店 〒174-0076 東京都板橋区上板橋2-36-7（東武鉄道・上板橋駅改札前）

56 CROSSBOOKS EQUiA北千住南店 〒120-0026 東京都足立区千住旭町42-1（東武鉄道・EQUiA北千住駅南地下1F）

57 CROSSBOOKS EQUiA北千住中央店 〒120-0026 東京都足立区千住旭町42-1（東武鉄道・EQUiA北千住駅2Fコンコース）

58 CROSSBOOKS 篠崎駅前店 〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町7-28-2

59 CROSSBOOKS サミット王子店 〒114-0002 東京都北区王子6-9-10（サミットストア王子店2F）

配布店舗一覧


