
都道府県 市郡 書店名
北海道 札幌市清田区 コーチャンフォー　美しが丘店
岩手県 盛岡市 東山堂　川徳店
山形県 東田川郡 戸田書店　三川店
福島県 福島市 岩瀬書店　八木田店プラスゲオ
福島県 福島市 岩瀬書店　中合店
福島県 福島市 岩瀬書店　ヨークベニマル福島西店
福島県 福島市 岩瀬書店　福島駅西口店
福島県 福島市 岩瀬書店　鎌田店
福島県 郡山市 岩瀬書店　富久山店プラスゲオ
福島県 会津若松市 岩瀬書店　会津若松駅前店
福島県 いわき市 鹿島ブックセンター
群馬県 前橋市 紀伊國屋書店　前橋店
埼玉県 さいたま市浦和区 須原屋　本店
埼玉県 川口市 文教堂書店　川口駅店
埼玉県 さいたま市大宮区 紀伊國屋書店　さいたま新都心店
埼玉県 新座市 東京旭屋書店　志木店
埼玉県 さいたま市大宮区 紀伊國屋書店　さいたま新都心店
埼玉県 さいたま市南区 須原屋　武蔵浦和店
埼玉県 越谷市 タイムクリップ　北越谷店
千葉県 佐倉市 ときわ書房　志津ステーションビル店
千葉県 市川市 コーナンＢＯＯＫＳ　市川原木店
千葉県 松戸市 堀江良文堂書店　松戸店
千葉県 市川市 福家書店　市川店
東京都 港区 ブックエキスプレス　六本木ヒルズ店
東京都 豊島区 新榮堂書店　サンシャインアルパ店
東京都 世田谷区 文教堂書店　経堂店
東京都 世田谷区 ＮＥＴ２１千歳船橋店
東京都 豊島区 東京旭屋書店　池袋店
東京都 北区 ＴＳＵＴＡＹＡ　アトレヴィ田端店
東京都 墨田区 廣文館　イトーヨーカドー曳舟店
東京都 町田市 久美堂　本店
東京都 品川区 有隣堂　アトレ大井町店
東京都 八王子市 有隣堂　セレオ八王子店
東京都 渋谷区 あおい書店　渋谷南口店
東京都 世田谷区 ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店
神奈川県 横浜市中区 紀伊國屋書店　横浜みなとみらい店
神奈川県 横浜市港南区 浜書房　バーズ店
神奈川県 平塚市 サクラ書店　駅ビル店
神奈川県 厚木市 有隣堂　厚木店
神奈川県 横浜市西区 有隣堂　横浜駅西口店
神奈川県 横浜市 文教堂書店　中山とうきゅう店
神奈川県 横浜市青葉区 有隣堂　たまプラーザテラス店
神奈川県 藤沢市 ジュンク堂書店　藤沢店
富山県 富山市 文苑堂書店　富山豊田店
岐阜県 各務原市 カルコス　各務原店
静岡県 富士市 あおい書店　富士店
愛知県 名古屋市中区 ＭＡＲＩ書房　アスナル店
愛知県 愛知郡 らくだ書店　東郷店
愛知県 知多郡 ザ・リブレット　イオン東浦店
愛知県 小牧市 カルコス　小牧店
愛知県 名古屋市西区 フタバ図書　ＴＥＲＡワンダーシティ店
三重県 鈴鹿市 未来屋書店　鈴鹿店
滋賀県 草津市 サンミュージック　ハイパーブックス駒井沢
京都府 京都市南区 大垣書店　イオンモール京都桂川店
京都府 京都市南区 アバンティブックセンター　京都店
京都府 京都市中京区 大垣書店　四条店
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京都府 京都市下京区 大垣書店　京都ヨドバシ店
大阪府 守口市 未来屋書店　大日店
大阪府 大阪市中央区 旭屋書店　なんばＣＩＴＹ店
大阪府 大阪市鶴見区 正和堂書店　鶴見店
大阪府 枚方市 ＴＳＵＴＡＹＡ　枚方駅前本店
大阪府 高槻市 大垣書店　高槻店
大阪府 枚方市 水嶋書房　枚方市駅店
大阪府 大阪市阿倍野区 ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店
大阪府 大阪市中央区 ＴＳＵＴＡＹＡ　戎橋店
兵庫県 姫路市 山陽ブックセンター
兵庫県 尼崎市 ふたば書房　つかしん店
兵庫県 加古川市 宮脇書店　加古川店
島根県 松江市 今井書店グループセンター店
岡山県 岡山市北区 三省堂書店　岡山駅店
岡山県 倉敷市 喜久屋書店　倉敷店
岡山県 岡山市北区 紀伊國屋書店　クレド岡山店
岡山県 倉敷市 廣文館　アリオ倉敷店
広島県 広島市南区 廣文館　広島駅ビル店
広島県 広島市中区 シャレオブックガーデン廣文館
広島県 広島市中区 廣文館　新幹線店
広島県 広島市南区 紀伊國屋書店　ゆめタウン広島店
広島県 福山市 廣文館　福山駅ビル店
広島県 廿日市市 紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店
広島県 広島市中区 廣文館　金座街本店
広島県 広島市西区 アルパークブックガーデン廣文館
広島県 東広島市 廣文館　イオン高屋ＳＣ店
広島県 広島市安佐南区 廣文館　緑井天満屋店
広島県 広島市安佐北区 廣文館　フジグラン高陽店
広島県 広島市佐伯区 廣文館　サンリブ五日市店
広島県 呉市 廣文館　呉駅ビル店
広島県 広島市中区 廣文館　フジグラン広島店
広島県 広島市西区 フタバ図書　アルティアルパーク北棟店
広島県 安芸郡 フタバ図書　ＴＥＲＡ広島府中店
広島県 広島市安佐南区 フタバ図書　ＭＥＧＡ祇園中筋店
愛媛県 松山市 宮脇書店　松山店
愛媛県 松山市 明屋書店　平井店
福岡県 福岡市中央区 ジュンク堂書店　福岡店
福岡県 北九州市小倉北区ブックスタジオ　小倉駅店
福岡県 北九州市小倉北区喜久屋書店　小倉店
福岡県 筑紫野市 蔦屋書店　イオンモール筑紫野
福岡県 糟屋郡 フタバ図書　ＴＥＲＡ福岡東店
熊本県 熊本市中央区 金龍堂　まるぶん店
大分県 大分市 紀伊國屋書店　大分店

リストは12/1現在のものです。開催書店様は、期間中随時更新いたします。
お店によりフェアが早く終了する場合もございます。ご了承下さいませ。
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