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書店名 郵便番号 所在地
丸善丸の内本店                          100-8203 千代田区
三省堂書店神保町本店                    101-0051 千代田区
丸善お茶の水店                          101-0062 千代田区
八重洲ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ本店                      104-8456 中央区
ﾘﾌﾞﾛ浅草店                              111-0032 台東区
くまざわ書店浅草店                      111-0033 台東区
成文堂江戸川橋店                        112-0014 文京区
東武ﾌﾞｯｸｽｻﾐｯﾄ王子店                     114-0002 北区
文教堂書店王子神谷店                    114-0002 北区
ﾋﾞｰﾌﾞｯｸｽ豊島5丁目団地店                 114-0003 北区
ﾌﾞｯｸｽﾄｱ談 文教堂書店 赤羽店             115-0045 北区
ﾌﾞｯｸｽﾍﾟｰｼﾞﾜﾝｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ赤羽店             115-0055 北区
くまざわ書店ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ綾瀬店             120-0005 足立区
住吉書房五反野店                        120-0015 足立区
ﾌﾞｯｸﾌｧｰｽﾄ ﾙﾐﾈ北千住店                   120-0026 足立区
書店ぶっくらんど                        120-0034 足立区
紀伊國屋書店北千住ﾏﾙｲ店                 120-8501 足立区
文真堂書店足立花畑店                    121-0061 足立区
ｽｰﾊﾟｰﾌﾞｯｸｽ竹の塚駅前店                  121-0813 足立区
ｲｵﾝ西新井店書籍売場                     121-0816 足立区
くまざわ書店西新井店                    123-0841 足立区
小泉書店本店                            123-0872 足立区
大和書店                                125-0041 葛飾区
太洋堂書店                              125-0042 葛飾区
ﾌﾞｯｸｽｷﾃﾞｨﾗﾝﾄﾞ亀有店                     125-0061 葛飾区
くまざわ書店錦糸町店                    130-0013 墨田区
三省堂書店東京ｿﾗﾏﾁ店                    131-0045 墨田区
廣文館 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ曳船店                  131-0046 墨田区
ﾘﾌﾞﾛ一之江店                            132-0024 江戸川区
八重洲ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ葛西店           134-0084 江戸川区
文教堂書店東陽町店                      135-0000 江東区
紀伊國屋書店ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ木場店             135-0042 江東区
Ｎ紀伊國屋書店ららぽｰと豊洲店           135-8614 江東区
有隣堂ｱﾄﾚ亀戸店                         136-0071 江東区
未来屋書店品川ｼｰｻｲﾄﾞ店                  140-0002 品川区
くまざわ書店ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｵ蒲田店              144-0052 大田区
MARUZEN&ｼﾞｭﾝｸ堂書店渋谷店               150-0043 渋谷区
千歳書店(NET21)                         156-0055 世田谷区
三省堂書店成城店                        157-0066 世田谷区
紀伊國屋書店玉川高島屋店                158-0094 世田谷区
ｽｰﾊﾟｰﾌﾞｯｸｽあおい四谷三丁目店            160-0004 新宿区
ﾌﾞｯｸﾌｧｰｽﾄ新宿店                         160-0023 新宿区
あゆみBOOKS早稲田店                     162-0045 新宿区
ﾗﾑﾗﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ芳進堂                       162-0823 新宿区
紀伊國屋書店新宿本店                    163-0836 新宿区
第一教科書                              169-0073 新宿区
ﾌﾞｯｸﾌｧｰｽﾄ高田馬場店                     169-0075 新宿区
芳林堂書店高田馬場店                    169-0075 新宿区
成文堂巣鴨駅前店                        170-0002 豊島区
旭屋書店ｱﾄﾚｳﾞｨ大塚店                    170-0005 豊島区
旭屋書店池袋店                          171-0021 豊島区
ｼﾞｭﾝｸ堂書店池袋店                       171-0022 豊島区
三省堂書店池袋本店                      171-0022 豊島区
未来屋書店板橋店                        175-0083 板橋区
文教堂書店成増店                        175-0094 板橋区
文教堂書店練馬高野台店                  177-0033 練馬区
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八重洲ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ石神井公園店              177-0041 練馬区
文雄堂書店                              177-0051 練馬区
ｼﾞｭﾝｸ堂書店吉祥寺店                     180-0004 武蔵野市
八重洲ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ武蔵境店         180-0023 武蔵野市
紀伊國屋書店吉祥寺東急店                180-8519 武蔵野市
吉祥寺ﾊﾟﾙｺﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ(ﾘﾌﾞﾛ)                180-8520 武蔵野市
啓文堂書店三鷹店                        181-0013 三鷹市
啓文堂書店仙川店                        182-0002 調布市
くまざわ書店調布店                      182-0024 調布市
真光書店北口本店                        182-0024 調布市
啓文堂書店府中店                        183-0055 府中市
文教堂書店小金井店                      184-0014 小金井市
紀伊國屋書店国分寺店                    185-0021 国分寺市
BOOKS隆文堂                             185-0024 国分寺市
増田書店北口店                          186-0001 国立市
文教堂書店小平店                        187-0042 小平市
博文堂書店田無店                        188-0011 西東京市
ｵﾘｵﾝ書房ﾉﾙﾃ店                           190-0012 立川市
ｵﾘｵﾝ書房ﾙﾐﾈ店                           190-0012 立川市
未来屋書店日の出店                      190-0182 西多摩郡日の出町
啓文堂書店高幡店                        191-0031 日野市
ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew八王子別所店          192-0363 八王子市
真光書店堀之内店                        192-0363 八王子市
啓文堂書店南大沢店                      192-0364 八王子市
文教堂書店南大沢店                      192-0364 八王子市
くまざわ書店八王子南口店                192-0904 八王子市
くまざわ書店八王子みなみ野店            192-0916 八王子市
石森書店                                193-0813 八王子市
ﾌﾞｯｸﾗﾝﾄﾞ島村書店                        193-0931 八王子市
ﾌﾞｯｸﾌｧｰｽﾄﾙﾐﾈ町田店                      194-0013 町田市
久美堂小田急店                          194-0013 町田市
久美堂本店                              194-0013 町田市
久美堂本町田店                          194-0032 町田市
文教堂書店木曽店                        194-0033 町田市
くまざわ書店町田根岸店                  194-0038 町田市
文教堂書店成瀬店                        194-0045 町田市
井上書店(NET21)                         196-0003 昭島市
ﾌﾞｯｸｽｵｵﾄﾘ昭島店                         196-0024 昭島市
ﾌﾞｯｸｽ･ﾀﾏ福生店                          197-0011 福生市
文教堂書店河辺とうきゅう店              198-0036 青梅市
ﾌﾞｯｸｽ･ﾀﾏ千ｹ瀬店                         198-0043 青梅市
啓文堂書店狛江店                        201-0013 狛江市
ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ滝山                            203-0033 東久留米市
ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰｸﾙﾈ店                           203-0041 東久留米市
野崎書林                                203-0053 東久留米市
ｻﾐｯﾄｽﾄｱ東寺方店書籍売場                 206-0003 多摩市
くまざわ書店稲城店                      206-0812 稲城市
丸善多摩ｾﾝﾀｰ店                          206-8543 多摩市
ﾌﾞｯｸｽ･ﾀﾏ東大和店                        207-0016 東大和市
くまざわ書店東大和店                    207-0022 東大和市
岡野谷書店                              208-0011 武蔵村山市
紀伊國屋書店ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ川崎店             210-0843 川崎市川崎区
啓文堂書店稲田堤店                      214-0001 川崎市多摩区
有隣堂横浜駅西口店                      220-0004 横浜市西区
紀伊國屋書店ららぽｰと横浜店             224-0053 横浜市都筑区
ﾌﾞｯｸﾌｧｰｽﾄ青葉台店                       227-8555 横浜市青葉区
有隣堂ﾐｳｨ橋本店                         229-1103 相模原市緑区
ACADEMIAくまざわ書店橋本店              252-0146 相模原市緑区
ﾌﾞｯｸﾌｧｰｽﾄ ﾎﾞｰﾉ相模大野店                252-0303 相模原市南区
三省堂書店千葉そごう店                  260-0028 千葉市中央区



くまざわ書店ﾍﾟﾘｴ千葉本店                260-0031 千葉市中央区
紀伊國屋書店流山おおたかの森店          270-0121 流山市
白樺書房                                270-2261 松戸市
ｼﾞｭﾝｸ堂書店松戸伊勢丹店                 271-0092 松戸市
堀江良文堂書店松戸店                    271-0092 松戸市
福家書店市川店                          272-0015 市川市
大杉書店市川駅前店                      272-0034 市川市
ときわ書房本八幡店                      272-8561 市川市
旭屋書店船橋店                          273-0005 船橋市
三省堂書店船橋店                        273-0005 船橋市
くまざわ書店ららぽｰと船橋店             273-0012 船橋市
ジュンク堂 南船橋店                     273-0012 船橋市
未来屋書店新船橋店                      273-0045 船橋市
くまざわ書店津田沼ﾊﾟﾙｺ店                274-0825 船橋市
くまざわ書店津田沼店                    275-0016 習志野市
ﾌﾞｯｸﾏﾙｼｪ津田沼店                        275-0016 習志野市
丸善津田沼店                            275-0026 習志野市
八重洲ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ八千代店         276-0029 八千代市
未来屋書店八千代緑が丘店                276-0049 八千代市
浅野書店                                277-0005 柏市
未来屋書店ｲｵﾝ柏店                       277-0854 柏市
勝木書店KaBoSららぽｰと柏の葉店          277-8518 柏市
くまざわ書店柏高島屋店                  277-8666 柏市
須原屋本店                              330-0062 さいたま市浦和区
紀伊國屋書店さいたま新都心店            330-0843 さいたま市大宮区
ﾌﾞｯｸﾌｧｰｽﾄﾙﾐﾈ大宮店                      330-0853 さいたま市大宮区
三省堂書店ﾌﾞｯｸﾎﾟｰﾄ大宮店                330-0854 さいたま市大宮区
ｼﾞｭﾝｸ堂書店大宮高島屋店                 330-8511 さいたま市大宮区
未来屋書店大宮店                        331-0825 さいたま市北区
明文堂書店TSUTAYA川口末広店             332-0006 川口市
川口堂書店                              332-0015 川口市
文教堂書店川口駅店                      332-0015 川口市
くまざわ書店ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ川口店              332-0028 川口市
須原屋ｱﾘｵ川口店                         332-0033 川口市
紀伊國屋書店そごう川口店                332-8511 川口市
未来屋書店川口店                        333-0834 川口市
須原屋ｲｵﾝﾓｰﾙ川口前川店                  333-0842 川口市
明文堂書店TSUTAYA戸田店                 335-0021 戸田市
未来屋書店北戸田店                      335-0032 戸田市
文教堂書店まるひろ南浦和店              336-0018 さいたま市南区
文真堂書店ﾎｰﾑｽﾞ草加舎人店               340-0032 草加市
くまざわ書店上福岡東店                  356-0003 ふじみ野市
旭屋書店Ario上尾店                      362-0046 上尾市


