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茨城県 水戸市
川又書店 駅前店

水戸市宮町２－２－３１

029-231-0102 ●

川又書店 県庁店

水戸市笠原町９７８－２５

029-301-1811 ●

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 水戸笠原店

水戸市笠原町４７７－２

029-305-5551 ●

牛久市ひたち野東４３－１

029-870-1321 ●

かすみがうら市下稲吉２６３３－１９

029-834-7110 ●

日立市鮎川町１－３－３

0294-28-5130 ●

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ひたちなか店

ひたちなか市中根３３２５－１０

029-275-1651 ●

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 那珂湊店

ひたちなか市田中後７５１５

029-264-1210

守谷市松ケ丘６－６－１

0297-21-1081 ●

筑西市菅谷石堀１５１３

0296-22-2420 ●

茨城県 牛久市
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ひたち野うしく店
茨城県 かすみがうら市
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 千代田店
茨城県 日立市
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 日立中央店
茨城県 ひたちなか市

茨城県 守谷市
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 守谷店
茨城県 筑西市
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 下館店
茨城県 つくば市
ＡＣＡＤＥＭＩＡ イーアスつくば店
くまざわ書店 つくば店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ つくば店

つくば市研究学園Ｃ５０街区１ イーアス
029-868-7407 ●※
つくば３Ｆ
つくば市小野崎２７８－１ ＬＡＬＡガーデ
029-860-5197 ●※
ンつくば２Ｆ
つくば市小野崎２９６－３

029-860-8260 ●

茨城県 取手市
くまざわ書店 取手店

取手市中央町２－５ 取手駅構内取手
0297-77-1125 ●※
ボックスヒル３Ｆ

栃木県 宇都宮市
杉山書店
くまざわ書店 アピタ宇都宮店
くまざわ書店 宇都宮店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 宇都宮店
ＴＳＵＴＡＹＡ 宇都宮インターパー
ク店
八重洲ブックセンター 宇都宮パ
セオ店
くまざわ書店 宇都宮インターパー
ク店
紀伊國屋書店 宇都宮店
リブロ 宇都宮南店

宇都宮市元今泉７－４－９

028-661-6025 ●※

宇都宮市江曽島本町２２－７ アピタ宇
028-659-7411 ●
都宮店２Ｆ
宇都宮市今泉町２３７ 福田屋ショッピ
028-623-4471 ●※
ングプラザ宇都宮店３Ｆ
宇都宮市今泉町三ツ塚２９９６－１

028-616-2460 ●

宇都宮市砂田町２３２

028-688-4188 ●

宇都宮市川向町１－２３ 宇都宮駅ビル
028-627-8588
パセオ２Ｆ
宇都宮市中島町９３９ ＦＤＫショッピン
028-657-6320 ●※
グモール宇都宮インターパーク店２Ｆ
宇都宮市馬場通り３－１－１ 宇都宮パ
028-611-2050 ●
ルコ８Ｆ
宇都宮市北若松原１－１４

●

●

028-645-1700 ●
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宇都宮市馬場通り２－３－１２ MEGAド
028-614-5224 ●※
ンキホーテ ラパーク宇都宮５・６Ｆ

栃木県 足利市
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 足利店

足利市朝倉町２５５－２

0284-73-7750 ●

今市１０９１－１

0288-21-4800 ●

高根沢町光陽台１丁目１－２

028-675-4795 ●※

煥乎堂

前橋市本町１－２－１３

027-235-8111 ●※

●

戸田書店 前橋本店

前橋市西片貝町４－１６－７

027-223-9011 ●※

●

ブックマンズアカデミー 前橋店

前橋市大渡町２－３－１

027-280-3322 ●

紀伊國屋書店 前橋店

前橋市文京町２－１－１ けやきウォー
027-220-1830 ●
ク前橋１Ｆ

栃木県 日光市
ＴＳＵＴＡＹＡ 今市店
栃木県 塩谷郡
サンライズ 高根沢店
群馬県 前橋市

群馬県 太田市
ブックマンズアカデミー 太田店

太田市新井町５０２－２

0276-40-1900 ●

戸田書店 高崎店

高崎市下小鳥町４２１

0273-63-5110 ●

●

くまざわ書店 高崎店

高崎市八島町２２２ 高崎駅東口２Ｆ

027-310-3021 ●※

●

桐生市新宿２－５－７

0277-20-7220 ●

戸田書店 伊勢崎店

伊勢崎市連取本町１５－３

0270-25-3313 ●※

くまざわ書店 伊勢崎店

伊勢崎市西小保方町３６８ スマーク伊
0270-70-5510 ●※
勢崎２Ｆ

群馬県 高崎市

群馬県 桐生市
戸田書店 桐生店
群馬県 伊勢崎市

埼玉県 さいたま市
須原屋 コルソ店

さいたま市浦和区高砂１－１２－１

048-824-5321 ●

須原屋 本店

さいたま市浦和区仲町２－３－２０

048-822-5321 ●※

紀伊國屋書店浦和パルコ店
ジュンク堂書店 大宮高島屋店
三省堂書店 大宮店

●
●

●

さいたま市浦和区東高砂町１１－１ 浦
048-871-2760 ●
和パルコ５Ｆ
さいたま市大宮区大門町１－３２ 大宮
048-640-3111 ●※
高島屋ビル７Ｆ
さいたま市大宮区桜木町１－６－２ そ
048-646-2600 ●
ごう大宮店８Ｆ

よむよむ 大宮上小店

さいたま市大宮区上小町１０５３

ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽

さいたま市中央区上落合２－３－５ ア
048-859-4946
ルーサＢ館

須原屋 武蔵浦和店

さいたま市南区別所７－６－８－２０９

くまざわ書店 宮原店

さいたま市北区宮原町１－８５４－１ イ
048-661-8931 ●※
トーヨーカドー大宮宮原店３Ｆ

048-642-3801 ●
●

●

048-872-0550 ●

埼玉県 川口市
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文教堂書店 川口駅店

川口市川口１－１－１ ＣＵＰＯ・ＬＡ３Ｆ

くまざわ書店 ララガーデン川口店

川口市宮町１８－９ ララガーデン川口
048-240-5150 ●
２Ｆ

東武ブックス ビーンズ西川口店

川口市並木２－２０－１

048-299-4436 ●

川越市脇田町２４－９ 東武東上線川
越駅２Ｆ

0492-26-0505 ●

一橋 ﾃﾞｰﾀ
Think! ﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾊﾞﾝｸ
ﾚﾋﾞｭｰ ｼﾘｰｽﾞ

048-227-4821 ●

埼玉県 川越市
東武ブックス 川越店

いけだ書店 アトレマルヒロ川越店 川越市脇田町１０５ アトレマルヒロ６Ｆ 0492-26-7345 ●※
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
049-240-6212 ●※
店４Ｆ

東武ブックス 新河岸店

川越市砂字亀原９３７－５

049-245-2203 ●

埼玉県 富士見市
東武ブックス 鶴瀬店
東武ブックス ふじみ野店

富士見市鶴瀬東１－１１－１ 東武鉄道
049-252-2555 ●
鶴瀬駅２Ｆ
富士見市ふじみ野東１－１－１ 東武鉄
049-269-4644 ●
道ふじみ野ナーレ２Ｆ

埼玉県 ふじみ野市
よむよむ ビバモール埼玉大井店
東武ブックス 上福岡店

ふじみ野市西鶴ケ岡１－３－１５ ビバ
049-256-4646 ●
モール埼玉大井２Ｆ
ふじみ野市上福岡１－１－１ 東武鉄道
049-256-8355 ●
上福岡駅２Ｆ

埼玉県 熊谷市
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

0485-25-6204 ●※

埼玉県 蕨市
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
048-447-8051 ●※
錦町店２Ｆ

埼玉県 久喜市
くまざわ書店 久喜店
東武ブックス 久喜店
東武ブックス 久喜東口店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ 菖蒲店

久喜市中央１－１－２０ Ｃｏｏｋｉｅ Ｐｌａｚ
ａ３Ｆ
久喜市久喜中央２－１－１ 東武鉄道
久喜駅改札内
久喜市久喜中央２－１－１ 東武鉄道
久喜駅 東口
久喜市菖蒲町３５６４ モラージュ菖蒲３
Ｆ ３１６１区画

0480-26-1020 ●※
0480-29-1131 ●
0480-21-7920 ●
0480-87-1781 ●※

埼玉県 春日部市
東武ブックス 豊春店

春日部市上蛭田１３９

048-763-2097 ●

いけだ書店 所沢店

所沢市日吉町１２－１ ワルツ８Ｆ

042-928-3271 ●

よむよむ 狭山ヶ丘店

所沢市西狭山ケ丘１－２４７５－１

042-948-7661 ●

リブロ 小手指店

所沢市小手指町１－２５－８ 西友小手
04-2923-6483 ●
指店４Ｆ

埼玉県 所沢市

埼玉県 草加市
くまざわ書店 草加店
Ｂｏｏｋｓアイ 新田店
東武ブックス 松原店

草加市氷川町１９７０ ヴァリエファッショ
048-922-7035 ●
ン館内
草加市金明町３８２ 東武鉄道新田駅
048-936-6111 ●※
改札内
草加市松原１－１－１ 松原団地駅構
0489-44-5177 ●※
内
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埼玉県 越谷市
東武ブックス 越谷店
東武ブックス せんげん台店
Ｂｏｏｋｓアイ 蒲生エキナカ店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 越谷店

越谷市弥生町４－４４ 東武鉄道越谷
048-969-1661 ●
駅東武ファイン内
越谷市千間台西１－６７ せんげん台ト
048-970-6700 ●
スカ２Ｆ
越谷市蒲生茜町１－１ 東武鉄道蒲生
048-985-5510 ●※
駅構内
越谷市七左町２－１４４

048-961-5544 ●

埼玉県 朝霞市
東武ブックス 朝霞台店

朝霞市東弁財１－４－１７ 東武鉄道朝
048-475-0515 ●
霞台駅２Ｆ

埼玉県 和光市
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

048-468-8615 ●

東松山市箭弓町１－１２－１１

0493-23-5666 ●

埼玉県 東松山市
東武ブックス 東松山店
埼玉県 新座市
東京旭屋書店 志木店

新座市東北２－３８－１０ エスティトス
048-487-6165 ●
カ３Ｆ

埼玉県 秩父市
くまざわ書店 秩父店

秩父市上野町８０５－１４ ウニクス秩
父２Ｆ

0494-21-2111 ●

埼玉県 飯能市
いけだ書店 飯能店

飯能市仲町１１－２１ 西武飯能ぺぺ４
0429-74-7821 ●
Ｆ

埼玉県 鴻巣市
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ＴＳＵＴＡＹＡ鴻巣
店

鴻巣市神明１－１－２５

048-596-7846

児玉郡上里町七本木２２７２－１ ウニ
クス上里１Ｆ

0495-35-0007 ●

埼玉県 児玉郡
くまざわ書店 上里店
埼玉県 南埼玉郡
東武ブックス 動物公園駅店

南埼玉郡宮代町百間２－３－２４ 東武
0480-35-1171 ●
鉄道東武動物公園２Ｆ

千葉県 千葉市
くまざわ書店 稲毛店
宮脇書店 稲毛長沼原店
東光堂書店
三省堂書店 そごう千葉店
くまざわ書店 蘇我店
三省堂書店 カルチャーステー
ション千葉店
くまざわ書店 プレナ幕張店
未来屋書店 マリンピア店
くまざわ書店 フェリア店

千葉市稲毛区稲毛東３－１９－３２ ぺ
リエ稲毛内
千葉市稲毛区長沼原町７３１－１７ ク
レッセ稲毛内
千葉市中央区市場町１－１ 県庁生協
売店
千葉市中央区新町１０００ そごう千葉
店８Ｆ
千葉市中央区川崎町７－２０ アリオ蘇
我２Ｆ
千葉市中央区富士見２－３－１ 塚本
大千葉ビル４Ｆ
千葉市美浜区ひび野２－４ プレナ幕張
３Ｆ
千葉市美浜区高洲３－１３－１ ジャス
コマリンピア店内
千葉市美浜区真砂４－２－６ ベイサイ
ドモールフェリア４Ｆ

043-245-1561 ●※
043-304-7281 ●
043-227-4487 ●
043-245-8331 ●※

●

●

●

043-209-2020 ●
043-224-1881 ●※
043-296-7531 ●※
043-277-8779 ●
043-277-3671 ●
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千葉県 市原市
ＡＣＡＤＥＭＩＡ ちはら台店

市原市ちはら台西３－４ ｕｎｉｍｏちはら
0436-76-0270 ●※
台２Ｆ

千葉県 市川市
くまざわ書店 本八幡店
山下書店 南行徳店

市川市八幡２－１７－１ シャーポー本
047-336-3514 ●
八幡２Ｆ
市川市南行徳１－１６－１ アーバンプ
047-399-8020 ●※
ラザＡ

千葉県 印西市
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 千葉ニュータウン
0476-40-7300 ●
印西市草深１４９４－７
店
印西市原１－２ BIGHOPガーデンモー
宮脇書店 印西牧の原店
0476-40-6325 ●※
ル印西内
千葉県 富里市
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 富里店

富里市七栄５３５

0476-37-4490 ●

茂原市木崎２２７２

0475-20-1738 ●

浦安市入船１－１ アトレ新浦安２Ｆ

047-305-0511 ●

千葉県 茂原市
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 茂原店
千葉県 浦安市
有隣堂 アトレ新浦安店
千葉県 習志野市
くまざわ書店 津田沼店
BOOKS昭和堂
丸善 津田沼店

習志野市津田沼１－１－１ ホテルメッ
0474-75-8311 ●※
ツ津田沼４・５Ｆ
習志野市津田沼１－２－１３ ＯＫビル３
047-479-2377 ●
Ｆ
習志野市谷津７－７－１ ブロックビル２
047-470-8311 ●※
Ｆ・３Ｆ

●

●

●

千葉県 船橋市
東武ブックス 馬込沢店
くまざわ書店 ららぽーと店

船橋市藤原７－２－１ 東武鉄道馬込
047-430-0808 ●
沢駅改札前
船橋市浜町２－１－１ ららぽーとＴＯＫ
047-435-8381 ●※
ＹＯ－ＢＡＹ西館２Ｆ

三省堂書店 船橋店

船橋市本町１－２－１ 船橋西武９Ｆ

047-460-5541 ●

ときわ書房 本店

船橋市本町４－２－１７

047-424-0750 ●

くまざわ書店 船橋店

船橋市本町７－１－１ シャポー船橋Ｂ
047-426-6221 ●
１

東京旭屋書店 船橋店

船橋市本町７－１－１ 東武ＶＩＶ５Ｆ

047-424-7331 ●

東武ブックス 船橋店

船橋市本町７－１－１ 東武鉄道船橋
駅改札内

047-425-2043 ●

●

千葉県 松戸市
くまざわ書店 松戸店

松戸市松戸１－１１８１ ボックスヒル６Ｆ 047-360-0501 ●※

●

千葉県 柏市
東武ブックス 新柏店
くまざわ書店 モラージュ柏店

柏市新柏１－１５１０ 東武鉄道新柏駅
04-7176-4773 ●
構内
柏市大山台２－３－１ モラージュ柏ＩＩ
04-7137-6500 ●
２Ｆ

丸山書店

柏市南柏１－５－３

浅野書店

柏市柏１－１－２０ スカイプラザ柏Ｂ１
04-7164-2040 ●
Ｆ

0471-44-3548 ●
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新星堂 カルチェ５柏店

柏市柏１－２－３１ 新星堂カルチェ５
３・４Ｆ

0471-64-8551 ●

東武ブックス ＲｅｄＷａｌｌ

柏市末広町１－１ 柏市末広町１－１

04-7142-1137 ●

一橋 ﾃﾞｰﾀ
Think! ﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾊﾞﾝｸ
ﾚﾋﾞｭｰ ｼﾘｰｽﾞ

千葉県 四街道市
くまざわ書店 四街道店

四街道市中央５番地イトーヨーカドー四
043-304-9311 ●
街道店２Ｆ

千葉県 鎌ヶ谷市
くまざわ書店 新鎌ヶ谷店

鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷２－１２－１ アクロス
047-498-6521 ●
モール新鎌ヶ谷２Ｆ

千葉県 成田市
くまざわ書店 公津店
改造社書店 成田空港店
改造社書店 コラボ店

成田市公津の杜４－５－３ 成田ユアエ
0476-26-5371 ●
ルム３Ｆ
成田市古込 成田国際空港内 第２
0476-34-8811 ●
ターミナル４Ｆ
成田市古込 成田国際空港内 第２
●
ターミナル３Ｆ 制限エリア内

千葉県 流山市
紀伊國屋書店 流山おおたかの
森店

流山市西初石６－１８５－２ 流山おお
047-156-6111 ●
たかの森ＳＣ２Ｆ

千葉県 我孫子市
東武ブックス 我孫子店

我孫子市本町２－２－１７ 星野ビル１Ｆ
04-7199-8757 ●
２Ｆ

神奈川県 横浜市中区
芳林堂書店 関内店

横浜市中区真砂町３－３３ ＣＥＲＴＥ４Ｆ 045-681-0065 ●

有隣堂 本店

横浜市中区伊勢佐木町１－４－１

045-261-1231 ●

●
●

●

横浜市中区相生町４－７５ ＪＴＢ・ＹＮ
045-681-2661 ●※
馬車道ビル１Ｆ
横浜市中区小港町２－１００－４ イトー
くまざわ書店 本牧店
045-629-2450 ●※
ヨーカドー本牧店２Ｆ
紀伊國屋書店 横浜みなとみらい 横浜市中区桜木町１－１－７ Ｃｏｌｅｔｔｅ・
045-640-3081 ●
店
Ｍａｒｅ みなとみらい５Ｆ
横浜日経社

●
●

神奈川県 横浜市西区
くまざわ書店 ランドマーク店
有隣堂 ルミネ横浜店
紀伊國屋書店 横浜店

横浜市西区みなとみらい２－２－１ ラ
045-683-1021 ●※
ンドマークプラザ５Ｆ
横浜市西区高島２－１６－１ ルミネ横
045-453-0811
浜５Ｆ
横浜市西区高島２－１８－１ そごう横
045-450-5901 ●
浜店７Ｆ

有隣堂 横浜駅西口店

横浜市西区南幸１－４ Ｂ１Ｆ

あおい書店 横浜店

横浜市西区南幸２－１６－１ ダイエー
045-349-8377 ●※
横浜西口店新館４Ｆ

045-311-6265 ●

●

●

●

●

●

●

●

●

神奈川県 横浜市戸塚区
有隣堂 戸塚モディ店

横浜市戸塚区戸塚町１０ ラビス戸塚１
045-881-2661 ●※
Ｆ

リブロ 東戸塚店

横浜市戸塚区品濃町５３６－１

045-828-2444 ●※

神奈川県 横浜市瀬谷区
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
045-360-7501 ●
鉄ライフ３Ｆ

神奈川県 横浜市緑区
酒井書店

横浜市緑区寺山町８７

045-931-3559 ●※
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神奈川県 横浜市港北区
天一書房 綱島店
あゆみＢｏｏｋｓ 綱島店
三省堂書店 新横浜店
くまざわ書店 新横浜店
天一書房 日吉店

横浜市港北区綱島西１－６－１９ 綱島
コア１５
横浜市港北区綱島東１－５－１７クリエ
イト綱島１Ｆ・２Ｆ
横浜市港北区新横浜２－１００－４５
キュービックプラザ新横浜８Ｆ
横浜市港北区新横浜３－４ 新横浜プ
リンスペペ４Ｆ
横浜市港北区日吉２－１－１

045-543-0100 ●

●

045-546-8731 ●※
045-478-5520 ●

●

048-474-6691 ●
045-565-0211 ●

●

●

神奈川県 横浜市港南区
あおい書店 上大岡店

横浜市港南区上大岡西１－１８－３ミオ
045-846-1836 ●
カリスト館３Ｆ

神奈川県 横浜市青葉区
ブックファースト 青葉台店
有隣堂 たまプラーザテラス店

横浜市青葉区青葉台２－１－１ 青葉
045-989-1781 ●
台東急スクエアＳｏｕｔｈ－１別館
横浜市青葉区美しが丘１－１－２ たま
045-903-2191
プラーザテラスゲートプラザ内

●

●
●

神奈川県 横浜市都筑区
横浜市都筑区仲町台１－２８－４ パル
045-944-4646 ●
ウィツ仲町台１Ｆ
横浜市都筑区中川中央１－２５－１
ＡＣＡＤＥＭＩＡ 港北店
045-914-3320 ●※
ノースポートモール３Ｆ
横浜市都筑区池辺町４０３５－１ らら
紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店
045-938-4481 ●※
ぽーと横浜３Ｆ ３５０９０
よむよむ 仲町台店

●

●

神奈川県 横浜市鶴見区
ブックポート２０３鶴見店

横浜市鶴見区鶴見中央３－６－２５

くまざわ書店 鶴見店

横浜市鶴見区鶴見中央１－１－１ シァ
045-501-5211 ●※
ル鶴見５Ｆ

045-505-0203 ●

神奈川県 川崎市川崎区
あおい書店 川崎駅前店
有隣堂 アトレ川崎店
いけだ書店 川崎港町店

川崎市川崎区駅前本町８ ＤＩＣＥビル４
044-233-6518 ●※
Ｆ
川崎市川崎区駅前本町２６－１ アトレ
044-200-6831 ●
川崎６Ｆ
川崎市川崎区港町１２－１ イトーヨー
044-246-2881 ●※
カドー川崎港町店２Ｆ

●

●

●

●

神奈川県 川崎市幸区
丸善 ラゾーナ川崎店

川崎市幸区堀川町７２－１ ラゾーナ川
044-520-1869 ●※
崎プラザ１Ｆ

●

●

●

神奈川県 川崎市中原区
住吉書房 武蔵中原店

川崎市中原区上小田中４－２－１ アル
044-753-5678 ●
ガード武蔵中原２Ｆ

神奈川県 川崎市高津区
文教堂書店溝ノ口本店

川崎市高津区３－１－２８

044-812-0063 ●※

川崎市宮前区鷺沼１－１ さぎ沼とう
きゅう４Ｆ

044-870-1660 ●

川崎市麻生区栗平２－１６－１

044-988-2033 ●

神奈川県 川崎市多摩区
神奈川県 川崎市宮前区
くまざわ書店 さぎ沼店
神奈川県 川崎市麻生区
ブックポート203 栗平店
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小田急ブックメイツ 新百合ヶ丘北 川崎市麻生区万福寺１－１７－１ 小田
044-952-1250
口店
急アコルデ新百合ヶ丘北館３Ｆ

●

神奈川県 藤沢市
藤沢市石川６－２－１ イトーヨーカドー
0466-86-6421 ●
湘南台店３Ｆ
藤沢市辻堂新町４－１－１ 湘南モール
くまざわ書店 辻堂湘南モール店
0466-31-6345 ●※
ＦＩＬＬ ２Ｆ
藤沢市辻堂神台１－３－１ テラスモー
有隣堂 テラスモール湘南店
0466-38-2121 ●
ル湘南４Ｆ ４０１区画
くまざわ書店 湘南台店

ジュンク堂書店 藤沢店

藤沢市藤沢５５９ ビックカメラ店７Ｆ・８Ｆ 046-652-1211 ●※

●

有隣堂 藤沢店

藤沢市南藤沢２－１－１ フジサワ名店
046-626-1411 ●
ビル２Ｆ

●

●

●

●

神奈川県 横須賀市
くまざわ書店 横須賀店
平坂書房 ＭＯＲＥ’Ｓ店
くまざわ書店 久里浜店

横須賀市本町２－１－１２ ショッパーズ
0468-21-2403 ●※
プラザ横須賀３Ｆ
横須賀市若松町２－３０ ヨコスカモ
046-822-2655 ●
アーズシティ７Ｆ
横須賀市久里浜４－４－１０ ウイング
046-834-8220 ●
久里浜４Ｆ

神奈川県 茅ヶ崎市
長谷川書店 茅ヶ崎ネスパ店

茅ヶ崎市元町１－１

0467-88-0008 ●

神奈川県 平塚市
ＮＥＴ２１平塚サクラ駅ビル店
くまざわ書店 平塚店

平塚市宝町１－１ 平塚ステーションビ
0463-23-2751 ●
ルラスカ５Ｆ
平塚市紅谷町５－２０ ＵＭＥＹＡ本館６
0463-20-5111 ●※
Ｆ

神奈川県 小田原市
伊勢治書店

小田原市栄町２－１３－３

0465-22-1366 ●

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エアＡ棟６Ｆ

042-767-1285 ●※

啓文堂書店 橋本駅店

相模原市橋本２－３－２ 橋本駅構内

042-779-2882 ●

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 橋本
店

相模原市緑区大山町１－２２ アリオ橋
042-700-7020 ●※
本店１Ｆ

神奈川県 相模原市

神奈川県 厚木市
くまざわ書店 本厚木店

厚木市泉町１－１ 小田急本厚木ミロー
046-230-7077 ●※
ド新館５Ｆ

有隣堂 厚木店

厚木市中町２－６ 三成ほていやビル

046-223-4111 ●※

●

神奈川県 海老名市
三省堂書店 海老名店

海老名市中央１－１－１ ＶｉＮＡＷＡＬＫ
046-234-7161 ●
一番館４Ｆ
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