
「いくつのえほん」参加書店

書店名 住所

北海道
紀伊國屋書店　札幌本店 北海道　札幌市中央区北５条西５丁目７番地ＳＡＰＰＯＲＯ５５

TSUTAYA 札幌菊水店 北海道　札幌市白石区菊水３条５丁目１－１

文教堂　北野店 北海道　札幌市清田区北野３条２－１３－５５

アイブック 西友厚別店 北海道　札幌市厚別区厚別西４条６丁目西友厚別店内

なにわ書房　東光ストア円山店 北海道　札幌市中央区北一条西２４丁目東光ストア円山店２Ｆ

なにわ書房　行啓通店 北海道　札幌市中央区南１４条西９－１－１５東光ストア行啓通

TSUTAYA登別店 北海道　登別市富岸町２－１３－１ＴＳＵＴＡＹＡ登別店

アシーネ上磯店 北海道　北斗市七重浜４－４４－１

なにわ書房　マルヤマクラス店 北海道　札幌市中央区南一条西２７丁目１－１２Ｆ

TSUTAYA札幌琴似店 北海道　札幌市西区琴似４条１丁目１番

アシーネ滝川店 北海道　滝川市東町２丁目２５－３

東北
成田本店みなと高台店 青森県　八戸市湊高台２丁目１－３

TSUTAYA青森中央店 青森県　青森市東大野２丁目８－４

TSUTAYAむつ店 青森県　むつ市中央２丁目１１－３

TSUTAYA大館店 秋田県　大館市清水２－１－７３デンコードーツタヤ大館店

TSUTAYA能代店 秋田県　能代市字芝童森５－１

TSUTAYA花巻店 岩手県　花巻市大字高木第１６地割６８－６銀河モール花巻１２

エムズエクスポ盛岡店 岩手県　盛岡市みたけ３丁目３６－１

TSUTAYA仙台八幡店 宮城県　仙台市青葉区八幡３丁目１－５０

TSUTAYAヨークタウン新田東店 宮城県　仙台市宮城野区新田東３－１－５

TSUTAYA仙台泉店 宮城県　仙台市泉区大沢２丁目１２－４

アシーネ仙台店 宮城県　仙台市青葉区中央２－３－６ダイエー仙台店８Ｆ

TSUTAYAやまとまち店 宮城県　仙台市若林区中倉３丁目１７－５０

TSUTAYA涌谷店 宮城県　遠田郡涌谷町字砂田前２８２番地

TSUTAYA古川ＢＰ店 宮城県　古川市古川字城西１５

TSUTAYA築館店 宮城県　栗原市築館字留場桜１０－５

TSUTAYA天童ＢＰ店 山形県　天童市南町１－６－１４

TSUTAYA滝沢店 福島県　会津若松市一箕町大字八幡字手ヶ墓７－１

TSUTAYA喜多方西店 福島県　喜多方市字押切南２－４２－１８

TSUTAYAイオンタウン郡山店 福島県　郡山市松木町２－８８イオンタウン郡山

TSUTAYA南相馬店 福島県　南相馬市原町区大木字金場７７

TSUTAYA猪苗代店 福島県　耶麻郡猪苗代町芦原９７ライオン堂内

TSUTAYA太田店 群馬県　太田市飯塚町１９３３－１

TSUTAYA伊勢崎茂呂店 群馬県　伊勢崎市南千木町２３９５

TSUTAYA伊勢崎平和町店 群馬県　伊勢崎市平和町１９－１

TSUTAYA伊勢崎宮子店 群馬県　伊勢崎市宮子町３４０６－３

TSUTAYAタマムラＢＣ店 群馬県　佐波郡玉村町大字上之手１６８９

TSUTAYA前橋吉岡店 群馬県　北群馬郡吉岡町大久保８７７－１

TSUTAYAピアシティ石岡店 茨城県　石岡市石岡２２２２－２

TSUTAYA鹿嶋宮中店 茨城県　鹿嶋市宮中大字東山２８９－１

TSUTAYAひたちなか店 茨城県　ひたちなか市新光町

関東
住吉書房市川店　 千葉県　市川市市川１－１－１シャポー市川Ｂ１

アシーネ新浦安店 千葉県　浦安市入船１－４－１ダイエー新浦安店３Ｆ

ときわ書房本八幡店 千葉県　市川市八幡２－１５－１０パティオ５Ｆ

TSUTAYAイオン幕張新都心店 千葉県　千葉市美浜区豊砂１－１イオンモール幕張新都心グラン

TSUTAYA仁戸名店 千葉県　千葉市中央区仁戸名町７２０－３４

住吉書房本八幡店 千葉県　市川市八幡２－１７－１シャポー本八幡内

アシーネ東大宮店 埼玉県　さいたま市見沼区春野２丁目８パトリア東大宮店内

アシーネ川口店 埼玉県　川口市本町２－７－２５

アシーネ所沢店 埼玉県　所沢市東町５－２２ダイエー所沢店７Ｆ

リブロピオニウォーク東松山店 埼玉県　東松山市あずま町４－３ピオニウォーク東松山２Ｆ２２

TSUTAYA東松山店 埼玉県　東松山市あづま町４丁目８番３号

オリオン書房所沢店 埼玉県　所沢市くすのき台１－１４－５



アシーネ南越谷店 埼玉県　越谷市南越谷１－２８７６－１ダイエー南越谷店Ｂ１

TSUTAYAフォレオ菖蒲店 埼玉県　久喜市菖蒲町菖蒲寺田６００６番１

あゆみBooks志木店 埼玉県　新座市東北２－３９－２３高須ビル

TSUTAYA熊谷店 埼玉県　熊谷市大字新堀新田字中山６２０－１

アシーネ熊谷店 埼玉県　熊谷市本石２丁目１３５イオン熊谷店２Ｆ

アシーネ新座店 埼玉県　新座市東北２－３２－１２イオン新座店４Ｆ

TSUTAYA本庄早稲田店店 埼玉県　本庄市早稲田の杜２丁目１－４６

TSUTAYA川島インター店 埼玉県　比企郡川島町上伊草五反田２１０カインズスーパーモー

TSUTAYA滑川店 埼玉県　比企郡滑川町羽尾２８００

TSUTAYA旗の台店 東京都　品川区旗の台１－１

住吉書房駒沢大学駅前店 東京都　世田谷区上馬３－１８－１１エルフレア駒沢１階

TSUTAYA馬事公苑店 東京都　世田谷区上用賀２－４－１８コリーヌ馬事公苑２Ｆ

TSUTAYA三軒茶屋店 東京都　世田谷区太子堂４－２キャロットタワー２Ｆ

アシーネ碑文谷店 東京都　目黒区碑文谷４－１－１ダイエー碑文谷店６Ｆ

TSUTAYA亀有店 東京都　葛飾区亀有５－３５－１０１

住吉書房五反野店　 東京都　足立区足立４－５７－１

アシーネ赤羽北本通り店 東京都　北区神谷３－１２－１　Ｄマート赤羽店３Ｆ

TSUTAYAサンストリート亀戸店 東京都　江東区亀戸６－３１－１

アシーネ大島店 東京都　江東区大島４－６－１　ダイエー大島店内

住吉書房ポポ小岩店 東京都　江戸川区南小岩７－２４

アシーネ西台店 東京都　板橋区蓮根３－８－１２ダイエー西台店３Ｆ

オリオン書房上石神井店 東京都　練馬区上石神井２－２４－１

アシーネ練馬店 東京都　練馬区光が丘５－１－１　ダイエー練馬店

TSUTAYA福生店 東京都　福生市本町３６番

TSUTAYAフレスポ府中店 東京都　府中市西原町１－６－２フレスポ府中１Ｆ

オリオン書房アレア店 東京都　立川市柴崎町３－６－２９アレアレア２３Ｆ

アシーネ武蔵村山店 東京都　武蔵村山市伊奈平３－３１－１

TSUTAYA八王子みなみ野店 東京都　八王子市みなみ野１丁目７

TSUTAYA稲城若葉台店 東京都　稲城市若葉台４－１

オリオン書房イオンモールむさし村山店 東京都　武蔵村山市榎１－１－３ダイヤモンドシティ３Ｆ

TSUTAYA多摩永山店 東京都　多摩市貝取１－２５－１

アシーネ小平店 東京都　小平市小川東町２７８５　ダイエー小平店内

オリオン書房TSUTAYA立川柏町店 東京都　立川市柏町１丁目１４－２０

TSUTAYA南大沢店 東京都　八王子市南大沢２－２５

オリオン書房秋津店 東京都　東村山市秋津町５－７－８

TSUTAYA八王子楢原店 東京都　八王子市楢原町８１９－１

TSUTAYAＢＢ東大和市駅前店 東京都　東大和市桜が丘１－１３３０－１９

TSUTAYA鶴嶺店 神奈川県　茅ケ崎市下町屋３－３－３５

アシーネ向ケ丘店 神奈川県　川崎市多摩区登戸２７８９ダイエー向ヶ丘２Ｆ

住吉書房本店　 神奈川県　川崎市中原区木月１－２２－７

TSUTAYA港南中央店 神奈川県　横浜市港南区港南中央通１２－３１

住吉書房保土ヶ谷店　 神奈川県　横浜市保土ヶ谷区岩井町１－７

住吉書房東戸塚店　 神奈川県　横浜市戸塚区川上町９１－１モレラ東戸塚２Ｆ

TSUTAYA愛甲石田店 神奈川県　厚木市愛甲１－９－１２諸星愛甲ビル１Ｆ

TSUTAYA大和下鶴間店 神奈川県　大和市中央林間西２－５－３６

アシーネ十日市場店 神奈川県　横浜市緑区十日市場町８１８－２ダイエー十日市場店

TSUTAYA厚木戸室店 神奈川県　厚木市戸室５丁目６－１

住吉書房中山店 神奈川県　横浜市緑区寺山町５９番地中山ショッピングセンター

TSUTAYA厚木下依知店 神奈川県　厚木市下依知２５６－２

住吉書房登戸店 神奈川県　川崎市多摩区登戸３３９８－１三井生命ビル１階

有隣堂ルミネ横浜店 神奈川県　横浜市西区高島２－１６－１ルミネ横浜６Ｆ

住吉書房武蔵中原店 神奈川県　川崎市中原区上小田４－２－１アルカード武蔵中原２

有隣堂伊勢佐木町本店 神奈川県　横浜市中区伊勢佐木町　１－４－１

アシーネ金沢八景店 神奈川県　横浜市金沢区泥亀１－２７－１ダイエー３Ｆ

住吉書房宮崎台駅前店 神奈川県　川崎市宮前区宮崎２－１２－１東急Ｂ宮崎台Ｐビル内

TSUTAYA横浜みなとみらい店 神奈川県　横浜市西区みなとみらい４－７－１１Ｆ

住吉書房久里浜店　 神奈川県　横須賀市久里浜１－５－１

住吉書房新丸子店 神奈川県　川崎市中原区新丸子町７４０

アシーネ三ツ境店 神奈川県　横浜市瀬谷区三ッ境７－１　ダイエー三ッ境店１Ｆ

三省堂書店小田原店 神奈川県　小田原市城山１丁目１番地１号（ＪＲ小田原駅内）



TSUTAYA青葉奈良店 神奈川県　横浜市青葉区奈良３－２１－１，５，７

住吉書房新杉田店　 神奈川県　横浜市磯子区杉田１－１－１らびすた新杉田２Ｆ

TSUTAYA平塚真土店 神奈川県　平塚市四之宮２－１２－８

アシーネ伊勢原店 神奈川県　伊勢原市白根６３０－１　ダイエー伊勢原店３Ｆ

中部
TSUTAYA大井川店 静岡県　焼津市下江留１４３３－１

アシーネ裾野店 静岡県　裾野市佐野１０３９ベルシティー裾野店内

ツタヤ辻店 静岡県　静岡市清水区辻１－６－１０

TSUTAYAすみや静岡本店店 静岡県　静岡市葵区呉服町１－２０－１０２

TSUTAYA富士本吉原店 静岡県　富士市今泉１－１７－４１

TSUTAYA清水春日店 静岡県　静岡市清水区春日１－１２８

TSUTAYAすみや静岡平和町店 静岡県　静岡市葵区平和３丁目１８－１０

TSUTAYA佐鳴台店 静岡県　浜松市西区入野町６２１～１

TSUTAYA藤枝瀬戸新屋店 静岡県　藤枝市瀬戸新屋２１３～１８

TSUTAYA函南店 静岡県　田方郡函南町塚本１４３－１

TSUTAYAすみや磐田南店 静岡県　磐田市豊島３１５－１

TSUTAYA瑠璃光町店 愛知県　名古屋市北区瑠璃光町４－７

TSUTAYA庄内通店 愛知県　名古屋市西区庄内通り１－４０－１

TSUTAYA上小田井店 愛知県　名古屋市西区八筋町２８２－１

ブックセンター名豊緑店 愛知県　名古屋市緑区滝ノ水５－２１１３

アシーネ名古屋東店 愛知県　名古屋市名東区猪高町大字猪子石原字村崎２４３ダ

アシーネメイトピア店 愛知県　名古屋市名東区高間町５０１番地の１　ダイエー内

ブックセンター名豊守山店 愛知県　名古屋市守山区喜多山南１－４１

TSUTAYAいまじん南陽通店 愛知県　名古屋市南区三条１丁目１００１－１

TSUTAYA半田店 愛知県　半田市北二ツ坂町三丁目一番地

TSUTAYA東浦店 愛知県　知多郡東浦町大字上家左川１２３－１

TSUTAYA高蔵寺店 愛知県　春日井市東神明町１－１２－８

ブックセンター名豊高蔵寺店 愛知県　春日井市東神明町１－１２－８

ブックセンター名豊刈谷店 愛知県　刈谷市稲場町３丁目３０３

紀伊國屋書店名古屋空港店 愛知県　西春日井郡豊山町大字豊場字林先１番８

TSUTAYA瀬戸共栄通店 愛知県　瀬戸市共栄通３－１３

ブックセンター名豊大府店 愛知県　大府市柊山町一丁目９８番地

TSUTAYA多治見インター店 岐阜県　多治見市光ヶ丘５２－１

甲信越
TSUTAYA甲府ＢＰ店 山梨県　甲府市上阿原３７３

TSUTAYA須坂店 長野県　須坂市井上７７０

TSUTAYA諏訪中洲店 長野県　諏訪市中洲５７６２－１

TSUTAYA佐久野沢店 長野県　佐久市野沢２４７

TSUTAYA上田大屋店 長野県　上田市大屋２１９－５

TSUTAYA上田しおだ野店 長野県　上田市大字神畑字浦田１０５

TSUTAYA千曲屋代店 長野県　千曲市杭瀬下５番１

TSUTAYA塩尻店 長野県　塩尻市広丘野村１３６９

TSUTAYA佐久小諸店 長野県　小諸市御影新田２２９１－１

TSUTAYA大町店 長野県　大町市常盤５８６８

TSUTAYA長野徳間店 長野県　長野市大字徳間３２０４番地

TSUTAYA長野川中島店 長野県　長野市稲里町中央２－１２－１

TSUTAYA中野店 長野県　中野市吉田５５０

TSUTAYA豊科店 長野県　安曇野市豊科４９４６

北陸
TSUTAYAアクロスプラザ美沢店 新潟県　長岡市四郎丸町字沖田２４０－１

TSUTAYA長岡古正寺店 新潟県　長岡市古正寺町３５０番地

TSUTAYA上越インター店 新潟県　上越市藤野新田１１７４の２

TSUTAYA柏崎岩上店 新潟県　柏崎市岩上扇田２５１－１

TSUTAYAベルパルレ寺尾店 新潟県　新潟市西区寺尾東２丁目９番４３号

TSUTAYA新潟中央インター店 新潟県　新潟市中央区湖南４番８

TSUTAYA河渡店 新潟県　新潟市東区河渡庚１６７－１

TSUTAYA新通店 新潟県　新潟市西区新通１２７２

TSUTAYA新潟万代店 新潟県　新潟市中央区幸西３－１－６

TSUTAYA小千谷店 新潟県　小千谷市平沢１－６３５



TSUTAYA横越ＢＰ店 新潟県　新潟市江南区横越上町５丁目１－６

TSUTAYA県央店 新潟県　燕市井戸巻２丁目２２５番地

TSUTAYA小出ショッピングセンター店 新潟県　魚沼市井口新田７０８

TSUTAYAマーケットシティ白根店 新潟県　新潟市南区南田中２１

TSUTAYA竹尾インター店 新潟県　新潟市東区はなみずき３－３－１

TSUTAYA新津店 新潟県　新潟市秋葉区程島１８６５－１

TSUTAYA佐渡佐和田店 新潟県　佐渡市市野沢８２

TSUTAYA福井高柳店 福井県　福井市高柳町２１字５－１

TSUTAYA神明店 福井県　鯖江市北野町１５字１番地

関西
TSUTAYA水口店 滋賀県　甲賀市水口町水口５５５５

TSUTAYA甲西店 滋賀県　湖南市吉永字中川原３５５－５

ブック・スクウェア松坂店 三重県　松阪市川井町上大坪７１８

ブック・スクウェアララパーク店 三重県　伊勢市小木町５３８

TSUTAYA ブック・スクウェア菰野店 三重県　三重郡菰野町宿野３５７

アシーネ富雄店 奈良県　奈良市富雄元町２－６－１ダイエー富雄店２Ｆ

アシーネ北大和店 奈良県　生駒市北大和１－２３

TSUTAYA松ヶ崎店 京都府　京都市左京区松ヶ崎壱町田町５

TSUTAYA太秦店 京都府　京都市右京区常盤東ノ町２６－７

TSUTAYA山科駅前店 京都府　京都市山科区安朱中小路町５

TSUTAYA京都リサーチパーク店 京都府　京都市下京区中堂寺粟田町９１

アシーネ桂南店 京都府　京都市南区久世上久世町４８５ダイエー桂南店２Ｆ

TSUTAYA松井山手駅前店 京都府　京田辺市山手中央２－３

TSUTAYAアルプラザ城陽店 京都府　城陽市富野荒見田１１２番地

TSUTAYA小倉店 京都府　宇治市小倉町老木２９

西日本書店OAP店 大阪市　北区天満橋１丁目８番３０号ＯＡＰタワー２Ｆ

西日本書店OAP店 大阪市　北区天満橋１丁目８番３０号ＯＡＰタワー２Ｆ

紀伊國屋書店堺北花田店 大阪府　堺市北区東浅香山町４－１ダイヤモンドシティプラウ４

紀伊國屋書店京橋店 大阪府　大阪市都島区東野田町２－１－３８京阪モール４Ｆ

TSUTAYA針中野店 大阪府　大阪市東住吉区湯里１丁目１－６

アシーネ庄内店 大阪府　豊中市庄内西町２丁目２３－２３ダイエー庄内店２Ｆ

アシーネ池田駅前店 大阪府　池田市呉服町１－１ダイエー池田駅前店西館２Ｆ

アシーネ吹田店 大阪府　吹田市朝日町２番１０１号　吹田さんくす内

TSUTAYA箕面牧落店 大阪府　箕面市桜１－１－１佐久良シティビル

アシーネ古川橋店 大阪府　門真市末広町４１－２ダイエー古川橋駅前店内

TSUTAYA高槻南店 大阪府　高槻市庄所町１０－１０

TSUTAYA長尾店 大阪府　枚方市長尾谷町２－１２－１

TSUTAYA貝塚２６号線店 大阪府　貝塚市石才１２５－１蔦屋

TSUTAYAVM寝屋川店 大阪府　寝屋川市寝屋南２－２２－２

TSUTAYA寝屋川駅前店 大阪府　寝屋川市八坂町１５－１５フレスト寝屋川店Ⅳ街区

TSUTAYA香里園店 大阪府　寝屋川市香里新町３７２番地香里園ウエストエント

TSUTAYA枚方駅前店 大阪府　枚方市岡東町１８－２０枚方中央ビル１Ｆ２Ｆ

TSUTAYA牧野高校前店 大阪府　枚方市養父東町５８

TSUTAYA八戸ノ里店 大阪府　東大阪市小阪３丁目１番１１号Ｅ－１号

TSUTAYA八尾老原店 大阪府　八尾市老原１丁目１３－２

TSUTAYA天美店 大阪府　松原市天美西４丁目２－１５

紀伊國屋書店泉北店 大阪府　堺市南区茶山台１丁３番１号パンジョ４階

アシーネおおとり店 大阪府　堺市鳳東町７－７３３　おおとりウィングス２Ｆ

TSUTAYA堺プラットプラット店 大阪府　堺市堺区戎島町３－２２－１

TSUTAYA堺南店 大阪府　堺市堺区大仙西町６丁１８４番１号

TSUTAYA岸和田上町店 大阪府　岸和田市上町４９－２０蔦屋

西村書店 兵庫県　加西市北条町横尾字壱本松

アシーネ塚口店 兵庫県　尼崎市南塚口町２－１－３ダイエー塚口衣料館６Ｆ

TSUTAYA西鈴蘭台店 兵庫県　神戸市北区北五葉１－１３

アシーネ小束山店 兵庫県　神戸市垂水区小束山本町３－１－２

アシーネ甲子園店 兵庫県　西宮市甲子園高潮町３番２７号

TSUTAYA宝塚店 兵庫県　宝塚市旭町２－１－８

アシーネ川西店 兵庫県　川西市多田桜木町１－１－１ダイエー川西店４Ｆ

アシーネ宝塚中山店 兵庫県　宝塚市売布東ノ町２１－２２ダイエー宝塚中山店２

アシーネ甲南店 兵庫県　神戸市東灘区本山南町８－７－１８ダイエー甲南店内



TSUTAYA高砂米田店 兵庫県　高砂市米田町島２３番地

TSUTAYA西明石店 兵庫県　明石市藤江中谷９２８

TSUTAYA篠山店 兵庫県　篠山市東吹字行石ノ坪４０６－１

TSUTAYA阪急伊丹駅前店 兵庫県　伊丹市中央１－１－１伊丹ショッピングデパートＢ１

TSUTAYAＡＶＩＸ豊岡店 兵庫県　豊岡市大手町７の３０

アシーネ田辺店 和歌山県　田辺市宝来町２４－２６ミドリショッピング

中四国
津山ブックセンターイオン店 岡山県　津山市河辺１０００－１

津山ブックセンター真庭店 岡山県　真庭市惣１５２－１

TSUTAYA坂店 広島県　安芸郡坂町平成ヶ浜３丁目２番１１号

TSUTAYA竹原店 広島県　竹原市下野３６１１

TSUTAYA三原店 広島県　三原市円一町１－１－７

TSUTAYA東広島店 広島県　東広島市西条御条町６丁目２０

フタバ図書GIGA上安店 広島県　広島市安佐南区上安２丁目２７－２

TSUTAYAフジグラン神辺店 広島県　福山市神辺町大字新道上字２－１０－２６

TSUTAYAフジグラン東広島店 広島県　東広島市西条町御薗宇４４０５

ブックランド都野ゆめタウン大竹店 広島県　大竹市晴海１－６－１ゆめタウン大竹店１Ｆ

鳥取ブックセンター郡家店 鳥取県　八頭郡八頭町宮谷２３３－２

TSUTAYA角盤町店 鳥取県　米子市角盤町４－４１

TSUTAYA弓ヶ浜店 鳥取県　米子市夜見町２９３７－３

TSUTAYA防府店 山口県　防府市鋳物師町８－３０

TSUTAYA平生店 山口県　熊毛郡平生町大字平生５７１－１

TSUTAYAパルティフジ西宇部店 山口県　宇部市西宇部南４丁目１０－５

TSUTAYAフジグラン宇部店 山口県　宇部市明神町３－１－１

紀伊國屋書店徳島店 徳島県　徳島市寺島本町西１丁目５番地そごう徳島店８階

TSUTAYA田宮店 徳島県　徳島市田宮２－２－４６

TSUTAYAフジグラン北島店 徳島県　板野郡北島町鯛浜字西ノ須１７４

TSUTAYAフジグラン石井店 徳島県　名西郡石井町高川原５４４－１

紀伊國屋書店ゆめ徳島店 徳島県　板野郡藍住町奥野字東中須８８－１

TSUTAYA西宝店 香川県　高松市西宝町２丁目７－４７

TSUTAYA十川店 香川県　高松市十川東町５５－１

TSUTAYA宇多津店 香川県　綾歌郡宇多津町浜三番丁２１－２

TSUTAYA丸亀郡家店 香川県　丸亀市郡家町領家１８６０－１

TSUTAYA夏目店 愛媛県　松山市夏目甲７９

TSUTAYAパルティフジ垣生店 愛媛県　松山市西垣生町２０７番地２

TSUTAYAフジグラン今治店 愛媛県　今治市東門町５丁目１３番地１号

TSUTAYAフジグラン川之江店 愛媛県　四国中央市妻鳥町１１３６番地１

TSUTAYAパルティフジ東予店 愛媛県　西条市周布７１５－１

TSUTAYA砥部店 愛媛県　伊予郡砥部町重光２３９番地

TSUTAYA宇和店 愛媛県　西予市宇和町卯之町４丁目６５４

TSUTAYA土佐道路店 高知県　高知市鴨部３－２４－１７

TSUTAYA中万々店 高知県　高知市中万々８０９

TSUTAYA高須店 高知県　高知市高須１－１７－２１

TSUTAYA四万十店 高知県　四万十市古津賀１２９６－１

TSUTAYA南国店 高知県　南国市篠原１９４－１

TSUTAYA宿毛店 高知県　宿毛市宿毛５３８０番地１

九州
アシーネマリナタウン店 福岡県　福岡市西区豊浜３丁目１－１０ダイエーマリナタウ

アシーネ福重店 福岡県　福岡市西区捨六町１－７－１ダイエー福重店３Ｆ

TSUTAYA中間店 福岡県　中間市東中間１－２－８

TSUTAYA朝日ヶ丘店 福岡県　北九州市小倉北区朝日ヶ丘１４－１４

ブックセンタークエスト大手町店 福岡県　北九州市小倉北区大手町１２番４号

積文館大野城店 福岡県　大野城市白木原５－１－２２

アシーネ下大利店 福岡県　大野城市下大利１－２１－１ダイエー下大利店２Ｆ

アシーネ二日市店 福岡県　筑紫野市二日市６３０

積文館書店ゆめタウン大牟田2号店 福岡県　大牟田市旭町２－２８－１ゆめタウン大牟田店２Ｆ

TSUTAYA老司店 福岡県　福岡市南区老司２丁目１０－１１－１Ｆ

TSUTAYA武雄店 佐賀県　武雄市朝日町甘久１３３１

TSUTAYA遊ING浜町店 長崎県　長崎市浜町２－３５浜町アーケード内



TSUTAYA広田店 長崎県　佐世保市広田四丁目４－９

TSUTAYAさせぼ五番街店 長崎県　佐世保市新港町２－７

TSUTAYAＴＳＭ大村店 長崎県　大村市古賀島町５２４－１４

TSUTAYA遊ING時津店 長崎県　西彼杵郡時津町浜田郷３０２－１

アシーネ熊本店 熊本県　熊本市中央区大江４－２－１ダイエー熊本店２Ｆ

TSUTAYA八代松江店 熊本県　八代市松江町５１７－１

TSUTAYA天草店 熊本県　天草市南新町６番６

アシーネ日田店 大分県　日田市南元町１４－２２ダイエー日田店２Ｆ

TSUTAYA城西店 鹿児島県　鹿児島市城西３丁目８－１

TSUTAYA田上店 鹿児島県　鹿児島市田上町３７４６

TSUTAYA吉野店 鹿児島県　鹿児島市吉野町２０９７番地

アシーネ鹿児島谷山店 鹿児島県　鹿児島市南栄町５－１０－５１ダイエー鹿児島谷

アシーネ鹿児島店 鹿児島県　鹿児島市鴨池２－２６－３０ダイエー鹿児島店内

TSUTAYA石垣店 沖縄県　石垣市真栄里４４０－３

TSUTAYA那覇新都心店 沖縄県　那覇市おもろまち４丁目２－８

TSUTAYA首里店 沖縄県　那覇市首里久場川町２－１２２－１

TSUTAYA宮古島店 沖縄県　宮古島市平良字西里１００３－１


