
都道府県 店名 店舗名 郵便番号 住所 電話番号
北海道 イトーヨーカドー 屯田店 002-0858 北海道札幌市北区屯田８条３ー５ー１ 011-775-2111

北海道 ヨドバシカメラ マルチメディア札幌 060-0806 北海道札幌市北区北６条西５丁目１−２２ 011-707-1010

北海道 コーチャンフォー 新川通り店 001-0923 北海道札幌市北区新川3条18丁目 011-769-2000

北海道 コーチャンフォー 美しが丘店 004-0811 北海道札幌市清田区美しが丘1条5丁目 011-889-2100

北海道 イトーヨーカドー 函館店 041-0806 北海道函館市美原１ー３ー１ 0138-42-6611

北海道 スーパーブックス 桔梗店 041-0808 北海道函館市桔梗３丁目３０−１１ 0138-34-5711

北海道 文教堂 函館昭和店 041-0812 北海道函館市昭和1丁目29番地3 0138-44-7800

北海道 ザ・本屋さん 室蘭店 051-0011 北海道室蘭市中央町３－１－８　スーパーアークス室蘭中央店３Ｆ 0143-23-2400

北海道 ロフト 札幌ロフト 060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2丁目　エスタ6階 011-207-6210

北海道 紀伊国屋書店 札幌本店 060-0005 北海道札幌市中央区北五条西５－７　ｓａｐｐｏｒｏ５５ 011-231-2131

北海道 イトーヨーカドー 福住店 062-0042 北海道札幌市豊平区福住２条１ー２ー５ 011-856-5511

北海道 コーチャンフォー ミュンヘン大橋店 062-0921 北海道札幌市豊平区中の島1条13丁目 011-817-2000

北海道 イトーヨーカドー 琴似店 063-0812 北海道札幌市西区琴似２条１ー４ー１ 011-613-5411

北海道 イトーヨーカドー アリオ札幌店 065-8518 北海道札幌市東区北７条東９ー２ー２０ 011-712-1111

北海道 ロフト アリオ札幌ロフト 065-8518 北海道札幌市東区北７条東９丁目2-20　アリオ札幌1F 011-722-6210

北海道 アカシヤ書房 066-0078 北海道千歳市勇舞８－１－１　千歳モール１Ｆ 0123-26-6638

北海道 コーチャンフォー 旭川店 078-8391 北海道旭川市宮前1条2丁目4番1号 0166-76-4200

北海道 喜久屋書店 帯広店 080-0014 北海道帯広市西4条南12丁目3番地 長崎屋帯広店 4Ｆ 0155-66-7799

北海道 ザ・本屋さん 白樺コロニー店 080-0051 北海道帯広市白樺十六条西２－２ 0155-33-5020

北海道 ザ・本屋さん 音更町店 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西１７－１－４ 0155-31-4081

北海道 ツタヤ 木野店 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西１２丁目１−１０ 0155-31-8835

北海道 イトーヨーカドー 帯広店 080-0831 北海道帯広市稲田町南８線西１０ー１ 0155-47-8111

北海道 宮脇書店 帯広店 080-0831 北海道帯広市稲田町南８線西１０－１イトーヨーカドー帯広店２階 0155-49-6211

北海道 ザ・本屋さん 芽室店 082-0016 北海道河西郡芽室町東六条９－１ 0155-67-8862

北海道 コーチャンフォー 釧路店 085-0813 北海道釧路市春採7丁目1番24号 0154-46-7788

北海道 コーチャンフォー 北見店 090-0012 北海道北見市並木町521 0157-57-1133

青森県 イトーヨーカドー 八戸沼館店 031-0071 青森県八戸市沼館４ー７ー１１１ 0178-22-5511

青森県 イトーヨーカドー 弘前店 036-8002 青森県弘前市大字駅前３ー２ー１ 0172-33-5511

青森県 ロフト ロフト青森店 030-0843 青森県青森市浜田1-14-1　イト―ヨーカドー青森店1階 017-729-1625

青森県 大七書店 034-0011 青森県十和田市稲生町２３－２ 0176-23-5371

青森県 ロフト ロフト弘前店 036-8002 青森県弘前市大字駅前3丁目2-1　イトーヨーカドー弘前店1階 0172-36-1602

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ つがる柏店 038-3103 青森県つがる市柏上古川字幾山３５９－５ 0173-25-3888

岩手県 ロフト 盛岡ロフト 020-0024 岩手県盛岡市菜園1-10-1　パルクアベニュー・カワトク6階 019-654-6210

宮城県 イトーヨーカドー アリオ仙台泉店 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央１ー５ー１ 022-374-8811

宮城県 ヨドバシカメラ マルチメディア仙台 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡１丁目２−１３ 022-295-1010

宮城県 ロフト 仙台ロフト 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-10-10 022-224-6210

宮城県 ロフト 仙台泉ロフト 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-5-1　アリオ仙台泉4階 022-771-6210

宮城県 湘南ブックセンター 黒松店 981-8004 宮城県仙台市泉区旭丘堤２－２２－２コープ黒松店みやぎ生協 022-272-3281

宮城県 ロフト 仙台長町ロフト 982-0011 宮城県仙台市太白区長町7-20-5　ララガーデン長町2階 022-746-6210

宮城県 おかべ本屋さん 986-2103 宮城県石巻市流留流留字七勺１－１イオンＳＣ石巻東店内 0225-24-3539

秋田県 ロフト 秋田ロフト 010-0001 秋田県秋田市中通2-8-1　フォンテAKITA2階 018-833-6210

山形県 ＴＳＵＴＡＹＡ 鶴岡ミーナ店 997-0813 山形県鶴岡市千石町７－８１ 0235-26-1770

福島県 イトーヨーカドー 福島店 960-8068 福島県福島市太田町１３ー４ 024-531-2111

福島県 ヨドバシカメラ マルチメディア郡山 963-8002 福島県郡山市駅前１丁目１６−７ 024-931-1010

福島県 イトーヨーカドー 郡山店 963-8022 福島県郡山市西ノ内２ー１１ー４０ 024-939-1411

福島県 岩瀬書店 鎌田店 960-0102 福島県福島市鎌田西舟戸１１−１ リオンドール内 024-554-5566

福島県 岩瀬書店 会津若松駅前店 965-0024 福島県会津若松市白虎町２２５ 0242-22-3366

福島県 スクラム鏡石店 969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町桜岡３７５－９ 0248-94-2451

茨城県 イトーヨーカドー 竜ヶ崎店 301-0044 茨城県龍ケ崎市小柴５ー１ー２ 0297-65-4411

茨城県 事務キチ つくば研究学園店 305-0816 茨城県つくば市学園の森１－１４－３ 029-875-8803

茨城県 コーチャンフォー つくば店 305-0816 茨城県つくば市学園の森３丁目50-7 042-350-2828

茨城県 ロフト つくばロフト 305-0031 茨城県つくば市吾妻1-6-1　トナリエつくばスクエア　キュート3階 029-855-6210

茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ 結城店　物販 307-0052 茨城県結城市中央町１－４－６ 0296-33-7711

茨城県 ロフト 水戸ロフト 310-0026 茨城県水戸市泉町1-6-1　水戸京成百貨店8階 029-302-6210

茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ 鹿嶋南店 314-0135 茨城県神栖市掘割１－２－２５ 029-990-1633

栃木県 うさぎや（株） 作新学院店 320-0046 栃木県宇都宮市西一の沢町２－１ 028-647-1391

栃木県 上野文具㈱　 本店 320-0801 栃木県宇都宮市池上町５－２ 0286-33-6181

栃木県 上野文具㈱　 インターパーク店 321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク６丁目１番地１　ＦＫＤショッピングモール２Ｆ 028-657-6301

栃木県 うさぎや（株） 東簗瀬店 321-0925 栃木県宇都宮市東簗瀬１－４１－３ 028-610-9701

栃木県 うさぎや（株） 宇都宮駅東口店 321-0954 栃木県宇都宮市元今泉４－１９－６ 028-651-3500

栃木県 上野文具㈱ 　FKD店 321-0962 栃木県宇都宮市今泉町２３７　ＦＫＤショッピングプラザ３Ｆ 028-623-4481

栃木県 うさぎや（株） 宇都宮テクノ店 321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜４－１－３９ 028-670-8771

栃木県 イトーヨーカドー 宇都宮店 321-8555 栃木県宇都宮市陽東６ー２ー１ 028-661-0111

栃木県 上野文具㈱　 鹿沼店 322-0039 栃木県鹿沼市東末広町１０７３　福田屋百貨店３Ｆ 0289-60-6650

栃木県 うさぎや（株） 栃木城内店 328-0033 栃木県栃木市城内町２－６－２３ 0282-21-7351

Ｍｉｏｒｉｎ　Ｓｔｕｄｙ　Ｔｉｍｅ第1弾　販売店リスト

販売店は変更になる場合がございます。ご了承ください。

販売店にて品切れの場合や、一部取り扱いの無い商品がある場合もございますので、予め最寄りの販売店にお問い合わせの上、お買い求めください。



都道府県 店名 店舗名 郵便番号 住所 電話番号
栃木県 うさぎや（株） 自治医大店 329-0403 栃木県下野市医大前３－１－１ 0285-44-7637

栃木県 （株）ビッグワン さくら店 329-1312 栃木県さくら市櫻野５０５ 028-682-7001

栃木県 ロフト 宇都宮インターパークロフト 321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク6-1-1　FKDショッピングモール　宇都宮インターパーク店2階 028-616-6210

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ 宇都宮南店 321-0147 栃木県宇都宮市針ヶ谷町４７２番地７ 028-655-2300

栃木県 ロフト 宇都宮ロフト 321-0962 栃木県宇都宮市今泉町237　FKDショピングプラザ宇都宮店2階 028-678-6200

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ 佐野店 327-0031 栃木県佐野市田島町５１番地 028-386-7003

群馬県 ＰＩＶＯＴ 高崎店 370-3521 群馬県高崎市棟高町1400番地イオンモール高崎3F 027-372-7385

群馬県 上野文具(株) 館林アゼリアモール店 374-0004 群馬県館林市楠木町３６４８－１アゼリアモール２Ｆ 0276-50-1500

群馬県 煥乎堂 371-0023 群馬県前橋市本町１－２－１３ 0272-35-8111

群馬県 ロフト 前橋ロフト 371-0801 群馬県前橋市文京町2-1-1　けやきウォーク1階 027-221-6210

群馬県 宮脇書店 アゼリアモール店 374-0004 群馬県館林市楠町３６４８－１アゼリアモールＡ棟２Ｆ 0276-57-6511

群馬県 ふじの木書房 376-0044 群馬県桐生市永楽町５－１０ 0277-46-9530

群馬県 ロフト 伊勢崎ロフト 379-2224 群馬県伊勢崎市西小保方町368　スマーク伊勢崎１階 0270-63-6210

埼玉県 イトーヨーカドー 浦和店 330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町１ー７ー１ 048-829-2261

埼玉県 ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都心駅前店 330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４丁目２６３−６ 048-645-1010

埼玉県 東急ハンズ 大宮店 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3DOMショッピングセンター 4・5F 048-640-7111

埼玉県 イトーヨーカドー 大宮宮原店 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町１ー８５４ー１ 048-654-3111

埼玉県 事務キチ 浦和店 336-0932 埼玉県さいたま市緑区中尾３７１９番地 048-874-6800

埼玉県 旭屋書店 浦和美園店 336-8760 埼玉県さいたま市緑区美園5-50-1　イオンモール浦和美園3F 048-812-2123

埼玉県 オフィスベンダー さいたま本店 337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野241-1 048-682-6000

埼玉県 イトーヨーカドー 草加店 340-0015 埼玉県草加市高砂２ー７ー１ 048-922-6111

埼玉県 イトーヨーカドー アリオ鷲宮店 340-0212 埼玉県久喜市久本寺谷田７番地１ 0480-58-5555

埼玉県 イトーヨーカドー 三郷店 341-0050 埼玉県三郷市ピアラシティ１ー１ー１ 048-954-1111

埼玉県 MDays イオンレイクタウンkaze店 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン４丁目２−２ 048-986-8826

埼玉県 旭屋書店 新越谷店 343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-11-4　ヴァリエ3F 048-985-5501

埼玉県 イトーヨーカドー 春日部店 344-0067 埼玉県春日部市中央１ー１３ー１ 048-763-3111

埼玉県 イトーヨーカドー 久喜店 346-0003 埼玉県久喜市久喜中央４ー９ー１１ 0480-22-5311

埼玉県 上野文具㈱　 モラージュ菖蒲店 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００５－１　モラージュ菖蒲３Ｆ 0480-53-6481

埼玉県 イトーヨーカドー 和光店 351-0112 埼玉県和光市丸山台１ー９ー３ 048-468-7111

埼玉県 旭屋書店 志木店 352-0001 埼玉県新座市東北2-38-10　エキア志木3F 048-487-6165

埼玉県 イトーヨーカドー 上尾駅前店 362-0042 埼玉県上尾市谷津２ー１ー１ 048-776-2800

埼玉県 旭屋書店 上尾店 362-0046 埼玉県上尾市大字壱丁目３６７番地　アリオ上尾１F 048-726-6803

埼玉県 イトーヨーカドー アリオ上尾店 362-0046 埼玉県上尾市大字壱丁目３６７番地 048-726-0111

埼玉県 イトーヨーカドー アリオ深谷店 366-0052 埼玉県深谷市上柴町西４ー２ー１４ 048-572-6611

埼玉県 ロフト 浦和ロフト 330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1　浦和パルコ3階 048-886-3262

埼玉県 ロフト 大宮ロフト 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-2　そごう大宮店8階 048-643-6210

埼玉県 ロフト 大宮宮原店 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町１－８５４－１　イトーヨーカドー大宮宮原店3階 048-667-8272

埼玉県 明文堂書店 川口末広店 332-0006 埼玉県川口市末広２－１－１９ 048-227-3172

埼玉県 文教堂 川口駅店 332-0015 埼玉県川口市川口１－１－１ 048-227-4821

埼玉県 ロフト 川口ロフト 332-0033 埼玉県川口市並木元町1−79　アリオ川口2階 048-241-6210

埼玉県 文教堂 東川口店 333-0811 埼玉県川口市戸塚３－３５－１４ 048-294-5860

埼玉県 明文堂書店 TSUTAYA戸田店 335-0021 埼玉県戸田市新曽662　Ｔ-ＦＲＯＮＴＥ2階 048-498-6175

埼玉県 書房すみよし 丸広南浦和店 336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町1-7-4　まるひろ百貨店４F 048-767-7405

埼玉県 ロフト 鷲宮ロフト 340-0212 埼玉県久喜市久本寺谷田７−１ 0480-59-6200

埼玉県 金子書店 八潮店 340-0833 埼玉県八潮市西袋１３３５ 048-997-2277

埼玉県 ロフト 新三郷ロフト 341-0009 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1　ららぽーと新三郷1階 048-950-6210

埼玉県 宮脇書店 イトーヨーカドー三郷店 341-0050 埼玉県三郷市ピアラシティー1丁目1番地1　2F 048-949-1930

埼玉県 明文堂書店 越谷レイクタウン店 343-0828 埼玉県越谷市東町4丁目21番地2 イオンレイクタウンKAZE A－１０7 048-990-3380

埼玉県 明文堂書店（ＴＳＵＴＡＹＡ） レイクタウン越谷店 343-8558 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2番地2　イオンレイクタウンKaze A－107 048-990-3380

埼玉県 酒井書店 中央店 344-0067 埼玉県春日部市中央１－４３－１３ 048-737-7171

埼玉県 ペンノオト 川越店 350-0043 埼玉県川越市新富町１丁目２２−７ 西武本川越ＰｅＰｅ 049-236-3402

埼玉県 ロフト 川越ロフト 350-1123 埼玉県川越市脇田本町39-19　ルミネ川越店3階 049-248-6210

埼玉県 文教堂 朝霞マルエツ店 351-0011 埼玉県朝霞市本町１－１２－１０　マルエツ朝霞店３Ｆ 048-464-1335

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ 　ＪＲ東所沢駅前店 359-0021 埼玉県所沢市東所沢１丁目３－５ 04-2951-8555

埼玉県 ロフト 所沢ロフト 359-1123 埼玉県所沢市日吉町12-1　西武所沢Ｓ.Ｃ.5階 04-2929-6210

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ 雀宮店 360-0018 埼玉県熊谷市中央５－１－８ 048-526-1621

埼玉県 ロフト 上尾ロフト 362-0046 埼玉県上尾市大字壱丁目367番地　アリオ上尾1階 048-780-6210

埼玉県 ロフト 深谷ロフト 366-0052 埼玉県深谷市上柴町西4-2-14 アリオ深谷２階  048-572-6210

千葉県 イトーヨーカドー アリオ蘇我店 260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町５２番地７ 043-268-7511

千葉県 イトーヨーカドー 幕張店 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町４ー４１７ー２５ 043-212-5511

千葉県 イトーヨーカドー 我孫子店 270-1166 千葉県我孫子市我孫子４ー１１ー１ 04-7185-8111

千葉県 イトーヨーカドー 松戸店 271-0092 千葉県松戸市松戸１１４９ 047-368-5131

千葉県 イトーヨーカドー 船橋店 273-0005 千葉県船橋市本町７ー６ー１ 047-425-1511

千葉県 東急ハンズ ららぽーと船橋店 273-8530 千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY北館1F 047-436-6611

千葉県 旭屋書店 船橋店 273-8567 千葉県船橋市本町7-1-1　東武百貨店船橋店6F 047-424-7331

千葉県 イトーヨーカドー 津田沼店 275-0016 千葉県習志野市津田沼１ー１０ー３０ 047-479-3111

千葉県 スーパーブックス 新柏店 277-0032 千葉県柏市名戸ヶ谷888-1 04-7160-4085

千葉県 東急ハンズ 柏店 277-0842 千葉県柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモール S館専門店7・8F 04-7141-6111

千葉県 イトーヨーカドー アリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田１丁目６ー１ 04-7190-0111

千葉県 イトーヨーカドー 四街道店 284-0009 千葉県四街道市中央５番地 043-422-1111



都道府県 店名 店舗名 郵便番号 住所 電話番号
千葉県 イトーヨーカドー アリオ市原店 290-0050 千葉県市原市更級四丁目３番２ 0436-20-1112

千葉県 ロフト 千葉ロフト 260-0028 千葉県千葉市中央区新町1000　そごう千葉店8階 043-248-6210

千葉県 ロフト ロフト幕張店 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町4丁目417-25 イトーヨーカドー幕張店2階 043-273-5761

千葉県 三省堂書店 イコアス千城台店 264-0005 千葉県千葉市若葉区千城台北３－２１－１イコアス千城台１Ｆ 043-236-4172

千葉県 文教堂 小倉台店 264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町１７５４ 043-232-7330

千葉県 ロフト 松戸ロフト 270-0023 千葉県松戸市八ケ崎2丁目8ｰ1　テラスモール松戸1階 047-340-6210

千葉県 ロフト 流山ロフト 270-0139 千葉県流山市おおたかの森南1-5-1　流山おおたかの森S・C2階 04-7156-6210

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ 千葉ニュータウン店 270-1340 千葉県印西市中央南２－５アクロスプラザ南 0476-45-9800

千葉県 喜久屋書店 松戸店 271-0092 千葉県松戸市松戸1307-1　kitemitematsudo　7Ｆ 047-393-8066

千葉県 福家書店 市川店 272-0015 千葉県市川市鬼高１丁目１−１ ニッケコルトンプラザ 047-379-0298

千葉県 ロフト 船橋ロフト 273-0005 千葉県船橋市本町７－６－１　イトーヨーカドー船橋店西館2階 047-460-6210

千葉県 ロフト 柏沼南ロフト 277-0922 千葉県柏市大島田1-6-1　セブンパークアリオ柏2階 04-7186-6100

千葉県 オークス メディアパーク野田店 278-0026 千葉県野田市花井231-1 04-7123-0094

千葉県 ロフト ロフト四街道店 284-0009 千葉県四街道市中央５−番地 イトーヨーカドー四街道店 1階 043-424-2261

千葉県 宮脇書店 ユーカリが丘店 285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘４－１－４　ユーカリプラザ４Ｆ 043-497-6341

千葉県 ロフト 市原ロフト 290-0050 千葉県市原市更級4-3-2　アリオ市原1階 0436-25-6210

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ 鴨川店 296-0004 千葉県鴨川市貝渚中川間３００ 04-7093-6471

千葉県 蔦屋書店 茂原店 297-0012 千葉県茂原市六ツ野八貫野２７８５番１ 0475-27-2332

千葉県 文教堂 茂原店 297-0026 千葉県茂原市茂原１０番 0475-20-4721

東京都 ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 101-0028 東京都千代田区神田花岡町1-1 03-5209-1010

東京都 かみもと文具 113-0023 東京都文京区向丘1丁目10－2オーベル白山101 03-3811-4873

東京都 イトーヨーカドー 赤羽店 115-0055 東京都北区赤羽西１ー７ー１ 03-3905-5111

東京都 東急ハンズ 北千住店 120-8501 東京都足立区千住3-92 北千住マルイ7F 03-5284-6111

東京都 イトーヨーカドー 竹の塚店 121-0813 東京都足立区竹の塚５丁目１７番１号 03-3850-2211

東京都 イトーヨーカドー アリオ西新井店 123-0843 東京都足立区西新井栄町１丁目２０番１号 03-3852-9111

東京都 イトーヨーカドー 四つ木店 124-0011 東京都葛飾区四つ木２ー２１ー１ 03-3694-8811

東京都 イトーヨーカドー アリオ亀有店 125-0061 東京都葛飾区亀有３丁目４９番３号 03-3838-5111

東京都 イトーヨーカドー 曳舟店 131-0046 東京都墨田区京島１ー２ー１ 03-3616-4111

東京都 イトーヨーカドー アリオ葛西店 134-0084 東京都江戸川区東葛西９ー３ー３ 03-5675-1011

東京都 イトーヨーカドー 木場店 135-0042 東京都江東区木場１ー５ー３０ 03-5606-5234

東京都 丸善 有明ガーデン店 135-0063 東京都江東区有明2-1-8　有明ガーデン４Ｆ 03-5962-4180

東京都 東急ハンズ ららぽーと豊洲店 135-8614 東京都江東区豊洲2-4-9アーバンドック ららぽーと豊洲1・1Ｆ 03-5547-0109

東京都 イトーヨーカドー アリオ北砂店 136-0073 東京都江東区北砂２ー１７ 03-3640-7111

東京都 イトーヨーカドー 大井町店 140-0014 東京都品川区大井１丁目３番６号 03-3777-6611

東京都 イトーヨーカドー 大森店 143-0016 東京都大田区大森北２ー１３ー１ 03-5762-0111

東京都 東急ハンズ 新宿店 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2タイムズスクエアビル8F 03-5361-3111

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ 三軒茶屋店 154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1　キャロットタワー2F 03-5431-7788

東京都 村田永楽園 157-0066 東京都世田谷区成城6丁目4-13 03-3483-2166

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ 馬事公苑店 158-0098 東京都 世田谷区 上用賀2-4-18 コリーヌ馬事公苑 1F 03-5450-3232

東京都 ヨドバシカメラ 新宿西口本店 160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目１１−１ 03-3346-1010

東京都 イトーヨーカドー 上板橋店 174-0071 東京都板橋区常盤台４ー２６ー１ 03-3936-4411

東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア吉祥寺 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目１９−１ 0422-29-1010

東京都 イトーヨーカドー 武蔵境店 180-0023 東京都武蔵野市境南町２ー２ー２０ 0422-31-2111

東京都 イトーヨーカドー 国領店 182-0022 東京都調布市国領町８ー２ー６４ 03-3430-2111

東京都 イトーヨーカドー 武蔵小金井店 184-0004 東京都小金井市本町６丁目１４番９号 042-382-1211

東京都 イトーヨーカドー 東村山店 189-0014 東京都東村山市本町２ー２ー１９ 042-395-2011

東京都 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 042-522-1231

東京都 イトーヨーカドー 南大沢店 192-0364 東京都八王子市南大沢２ー２８ー１ 042-678-1811

東京都 イトーヨーカドー 八王子店 193-0941 東京都八王子市狭間町１４６２ー１ 042-662-5211

東京都 東急ハンズ 町田店 194-0013 東京都町田市原町田6-4-1町田東急ツインズ イースト6･7F 042-728-2511

東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア町田 194-0013 東京都町田市原町田１丁目１−１１ 042-721-1010

東京都 イトーヨーカドー 拝島店 196-0003 東京都昭島市松原町３ー２ー１２ 042-543-5511

東京都 イトーヨーカドー 昭島店 196-0014 東京都昭島市田中町５６２ー１ 042-546-1411

東京都 イトーヨーカドー 東久留米店 203-0053 東京都東久留米市本町３ー８ー１ 042-474-3311

東京都 イトーヨーカドー 多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合１ー４４ 042-374-6111

東京都 コーチャンフォー 若葉台店 206-0824 東京都稲城市若葉台2丁目9番2 042-350-2828

東京都 イトーヨーカドー 東大和店 207-0022 東京都東大和市桜が丘２ー１４２ー１ 042-562-5111

東京都 三省堂書店 有楽町店 100-0006 東京都千代田区有楽町２－１０－１ 03-5222-1200

東京都 文教堂 市ヶ谷店 102-0076 東京都千代田区五番町３－１五番町グランドビル１Ｆ 03-3556-0632

東京都 ロフト 銀座ロフト 104-0061 東京都中央区銀座2-4-6　銀座ベルビア館5階 03-3562-6210

東京都 ロフト 上野ロフト 110-8502 東京都台東区上野6-15-1　上野マルイ5階 03-3839-6210

東京都 文教堂  赤羽店 115-0045 東京都北区赤羽１－７－９　赤羽メッツ 03-5249-2601

東京都 ロフト 亀有ロフト 125-0061 東京都葛飾区亀有3-49-3　アリオ亀有2階 03-5680-6210

東京都 ロフト 錦糸町ロフト 130-0022 東京都墨田区江東橋4-27-14　錦糸町パルコ6階 03-5625-6210

東京都 ロフト ソラマチロフト 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　イーストヤード3階 03-3623-6210

東京都 ロフト ロフト葛西店 134-0084 東京都江戸川区東葛西9-3-3　アリオ葛西1階 03-5674-6210

東京都 文教堂 東陽町駅前店 135-0016 東京都江東区東陽４－１－７　佐藤ダイヤビルディング１Ｆ 03-5677-3313

東京都 ロフト ロフト木場店 135-0042 東京都江東区木場1-5-30 イトーヨーカドー木場店1階 03-5634-6210

東京都 ロフト 北砂ロフト 136-0073 東京都江東区北砂2-17-1　アリオ北砂2階 03-5653-6210

東京都 ロフト ロフト大森店 143-0016 東京都大田区大森北２－１３－１　イトーヨーカドー大森店3階 03-3761-1371



都道府県 店名 店舗名 郵便番号 住所 電話番号
東京都 ロフト 渋谷ロフト 150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-1 03-3462-3807

東京都 蔦屋書店 二子玉川 蔦屋家電 BOOK 158-0094 東京都世田谷区玉川１－１４－１二子玉川ライズＳＣテラスＭ 03-5491-8550

東京都 ロフト 二子玉川ロフト 158-0094 東京都世田谷区玉川2-23-1　二子玉川ライズDogwoodPlaza6階 03-5716-6210

東京都 文教堂 二子玉川店 158-0094 東京都世田谷区玉川２－２１－１二子玉川ライズＳＣＴＦ６Ｆ 03-5797-5168

東京都 ＢＯＯＫ＋ 東中野店 164-0003 東京都中野区東中野４－４－２６アトレヴィ東中野３Ｆ 03-6304-0588

東京都 文教堂 中野坂上店 164-0012 東京都中野区本町２－４６－１中野坂上サンブライントツイン１Ｆ 03-5358-5285

東京都 文禄堂 高円寺店 166-0002 東京都杉並区高円寺北２－６－１高円寺千歳ビル１Ｆ 03-5373-3371

東京都 ロフト 池袋ロフト 171-8569 東京都豊島区南池袋1-28-1　西武池袋本店12階 03-5960-6210

東京都 文教堂 成増店 175-0094 東京都板橋区成増１－２９ 03-5383-7379

東京都 ロフト 吉祥寺ロフト 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1 0422-23-6210

東京都 ロフト 武蔵境ロフト 180-0023 東京都武蔵野市境南町2-3-6　イトーヨーカドー西館1階 0422-32-6210

東京都 ロフト 国分寺ロフト 185-0021 東京都国分寺市南町3-20-3　セレオ国分寺7階 042-359-6210

東京都 ロフト ルミネ立川ロフト 190-0012 東京都立川市曙町2-1-1　ルミネ立川店6階 042-528-8546

東京都 オリオン書房 サザン店 190-0023 東京都立川市柴崎町３－２－１サザン２Ｆ 042-525-3111

東京都 ロフト 八王子ロフト 192-0083 東京都八王子市旭町1-1　セレオ八王子　北館6階 042-622-6210

東京都 ロフト ロフト南大沢店 192-0364 東京都八王子市南大沢2-28-1　イトーヨーカドー南大沢店1階 042-677-8051

東京都 ロフト 町田ロフト 194-0013 東京都町田市原町田６－２－６　町田モディ6階 042-726-6210

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ 町田木曽店 194-0037 東京都町田市木曽西１－１７－１３ 042-789-7712

東京都 文教堂 成瀬店 194-0045 東京都町田市南成瀬１－３－４そうてつローゼン３Ｆ 0427-28-0936

東京都 啓文堂書店 鶴川店 195-0053 東京都町田市能ヶ谷１－６－１１小田急マルシェ鶴川２Ｆ 042-737-2288

東京都 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 042-567-6911

神奈川県 ヨドバシカメラ マルチメディア川崎ルフロン 210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町１−１１ 044-223-1010

神奈川県 イトーヨーカドー 川崎港町店 210-0807 神奈川県川崎市川崎区港町１２ー１ 044-246-7705

神奈川県 イトーヨーカドー 川崎店 210-0843 神奈川県川崎市川崎区小田栄２ー２ー１ 044-366-4111

神奈川県 イトーヨーカドー グランツリー武蔵小杉 211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東３ー１１３５ー１ 044-422-3111

神奈川県 イトーヨーカドー 溝ノ口店 213-0011 神奈川県川崎市高津区久本３ー６ー２０ 044-844-1711

神奈川県 文教堂 溝ノ口本店 213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3－1－28 044-812-0063

神奈川県 イトーヨーカドー 新百合ヶ丘店 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生１ー４ー１ 044-952-5111

神奈川県 ヨドバシカメラ マルチメディア横浜 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸１丁目２−７ 045-313-1010

神奈川県 イトーヨーカドー ららぽーと横浜店 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５番１ 045-931-9911

神奈川県 イトーヨーカドー 横浜別所店 232-0064 神奈川県横浜市南区別所１ー１４ー１ 045-743-3111

神奈川県 イトーヨーカドー 上永谷店 233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台１ー１２ 045-844-1711

神奈川県 浜書房 バーズ店 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-1-3バーズ３Ｆ 045-831-2588

神奈川県 イトーヨーカドー 能見台店 236-0058 神奈川県横浜市金沢区能見台東３ー１ 045-781-8111

神奈川県 イトーヨーカドー 大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間１丁目３番１号 046-261-1211

神奈川県 イトーヨーカドー 立場店 245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西１ー１ー１５ 045-805-2111

神奈川県 イトーヨーカドー 大船店 247-0056 神奈川県鎌倉市大船６ー１ー１ 0467-47-5211

神奈川県 ヨシダ 大船店 247-0056 神奈川県鎌倉市大船６－１－１　イトーヨーカドー大船店１Ｆ 0467-47-4080

神奈川県 事務キチ 座間店 252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘４－２－２ 046-252-1881

神奈川県 イトーヨーカドー アリオ橋本店 252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町１番２２号 042-779-8111

神奈川県 イトーヨーカドー 古淵店 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵３ー１３ー３３ 042-750-3131

神奈川県 イトーヨーカドー 湘南台店 252-0815 神奈川県藤沢市石川６ー２ー１ 0466-87-5511

神奈川県 イトーヨーカドー 伊勢原店 259-1132 神奈川県伊勢原市桜台１ー８ー１ 0463-96-5111

神奈川県 ロフト 武蔵小杉ロフト 211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1135番地1グランツリー武蔵小杉3階 044-433-6210

神奈川県 ロフト 川崎ロフト 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1　ラゾーナ川崎PlazaEast3階 044-556-6210

神奈川県 ロフト 横浜ロフト 220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-18-1　そごう横浜店7階 045-440-6210

神奈川県 ロフト 横浜港北ロフト 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町700　トレッサ横浜南棟2階 045-533-5501

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ 菊名店 222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名４丁目３番１７号青木第二ビル 045-430-3637

神奈川県 ロフト 新横浜ロフト 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45　キュービックプラザ新横浜7階 045-478-0140

神奈川県 ロフト 横須賀ロフト 238-8533 神奈川県横須賀市若松町2-30　横須賀モアーズシティ3階 046-825-6234

神奈川県 ロフト ロフト大和鶴間店 242-0001 神奈川県大和市下鶴間1-3-1　イトーヨーカドー大和鶴間店2階 046-262-6310

神奈川県 ロフト 海老名ロフト 243-0482 神奈川県海老名市扇町13-1　ららぽーと海老名1階 046-206-6210

神奈川県 ロフト 東戸塚ロフト 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町537-1　オーロラモール5階 045-823-4611

神奈川県 ロフト 小田原ロフト 250-0872 神奈川県小田原市中里208　ダイナシティウエスト3階 0465-48-6200

神奈川県 ロフト 辻堂ロフト 251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台１丁目３−１ TerraceMall湘南 3階 0466-86-7300

神奈川県 ロフト 橋本ロフト 252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町1番22号 アリオ橋本1階 042-775-6210

神奈川県 ロフト ロフト古淵店 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵３丁目１３−３３ イトーヨーカドー古淵店 2階 042-755-8188

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ 川崎駅前店 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町８　ダイスビル５Ｆ 044-221-0373

神奈川県 住吉書房 元住吉店 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1-22-7 044-433-1313

神奈川県 書房すみよし 武蔵中原店 211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中４－２－１ビーンズ武蔵中原２Ｆ 044-753-5678

神奈川県 ブックポート 中野島店 214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島１－９－１　クリサンテーム中野島１階 044-945-2032

神奈川県 Kabos  宮前平 216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎6-9-1 080-4402-5679

神奈川県 文教堂 すすき野とうきゅう店 225-0021 神奈川県横浜市青葉区すすき野２－５－４すすき野とうきゅう２Ｆ 045-905-5351

神奈川県 文教堂 杉田とうきゅう店 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１７－１ 045-778-1530

神奈川県 ブックポート 大和店 242-0017 神奈川県大和市大和東１－２－１大和スカイビル１階 046-261-1680

神奈川県 ブックポート 緑園店 245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園４－２－１７ 045-811-5700

神奈川県 文教堂 伊勢原店 259-1132 神奈川県伊勢原市桜台１－３－３伊勢原ｃｏｍａ４Ｆ 0463-96-5880

新潟県 事務キチ 長岡店 940-2122 新潟県長岡市福山町427番1 0258-29-1881

新潟県 ＰＩＶＯＴ 新潟南店 950-0150 新潟県新潟市江南区下早通柳田1-1-1　イオンモール新潟南店内３Ｆ 025-211-2046

新潟県 文信堂書店 長岡店 940-0061 新潟県長岡市城内町１－６１１－１駅ビルＣｏＣｏＬｏ（Ｍ２Ｆ 0258-36-1360



都道府県 店名 店舗名 郵便番号 住所 電話番号
新潟県 蔦屋書店 長岡新保店 940-0875 新潟県長岡市新保６－２２２ 0258-22-6300

新潟県 ロフト 新潟ロフト 950-0088 新潟県新潟市中央区万代1-5-1　ラブラ万代5階 025-245-6210

富山県 明文堂書店 富山有沢橋店 930-0866 富山県富山市高田４８－１ 0764-95-8680

富山県 明文堂書店 高岡射水店 934-0057 富山県射水市坂東127－１ 0766-82-1840

富山県 明文堂書店 滑川店 936-0053 富山県滑川市上小泉2829 076-476-4150

富山県 ロフト 富山ロフト 939-2716 富山県富山市婦中町下轡田165番地の1　ファボーレ1階 076-465-7620

石川県 ロフト 金沢ロフト 920-0849 石川県金沢市堀川新町3-1　金沢フォーラス5階 076-265-6210

石川県 明文堂書店 小松ツリーズ 923-0861 石川県小松市沖町451番地 0761-23-4280

石川県 きくざわ書店 ナッピィモール店 926-0028 石川県七尾市藤野町口部38番地 0767-53-8812

福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ 福井パリオ店 910-0852 福井県福井市松城町９－７ 0776-23-2111

福井県 ロフト 福井ロフト 910-8582 福井県福井市中央1-8-1西武福井店6階 0776-20-6210

福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 敦賀店 914-0814 福井県敦賀市木崎15-1-1 0770-21-4455

福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ 　ワイプラザ武生店 915-0094 福井県越前市横市町２８－１４－１ 0778-21-2688

福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 武生店 915-0883 福井県越前市新町4-7-1 0778-21-1555

福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 鯖江店 916-0016 福井県鯖江市神中町2-2-26 0778-53-1755

福井県 Kabos ベル店 918-8015 福井県福井市花堂南2-16-1 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ・ﾍﾞﾙ内1F 0776-34-1752

福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ 文明堂若杉店 918-8055 福井県福井市若杉１－３１０１ 0776-35-5511

山梨県 ヨドバシカメラ マルチメディア甲府 400-0031 山梨県甲府市丸の内１丁目３−３ 055-230-1010

山梨県 ＢＯＯＫＳＫＡＴＯＨ 富士吉田店 403-0005 山梨県富士吉田市中曽根4-5-23 0555-23-0070

山梨県 イトーヨーカドー 甲府昭和店 409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条１３ー１ 055-268-1311

山梨県 南アルプスガーデン店 400-0305 山梨県南アルプス市十五所６８５－３ 055-282-6751

山梨県 柳正堂書店 オギノバリオ店 400-0862 山梨県甲府市朝気3-1-12　オギノイーストモールSCバリオ　1F 055-268-2213

山梨県 インクポット 昭和店 409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条５０４４ 055-240-7500

山梨県 ロフト 甲府昭和ロフト 409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条13-1　イトーヨーカドー甲府昭和店1階 055-240-7621

長野県 ロフト 上田ロフト 386-0025 長野県上田市天神3-5-1　アリオ上田1階 0268-28-6215

長野県 ロフト 南松本ロフト 390-0834 長野県松本市高宮中1-20　イトーヨーカドー南松本店1階 0263-29-6210

長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ 北松本店 390-0841 長野県松本市渚１－７－１ 0263-24-1258

長野県 笠原書店 レイクウォ－ク店 508-0042 長野県岡谷市銀座１丁目１番５号レイクウォーク岡谷2F 0266-75-2151

岐阜県 ロフト 岐阜ロフト 500-8175 岐阜県岐阜市長住町2-11-1 058-266-6210

岐阜県 ロフト カラフルタウン岐阜ロフト 501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6　カラフルタウン岐阜1階 058-387-6210

静岡県 マルサン書店 駅北店 410-0054 静岡県沼津市北高島町８−６ 055-922-7772

静岡県 イトーヨーカドー 三島店 411-0838 静岡県三島市中田町９ー３０ 055-981-6111

静岡県 イトーヨーカドー 静岡店 422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金３ー１ー５ 054-282-7111

静岡県 ロフト 沼津ロフト 410-0302 静岡県沼津市東椎路字東荒301番地3　ららぽーと沼津1階 055-925-6210

静岡県 ロフト ロフト三島店 411-0838 静岡県三島市中田町9-30　イトーヨーカドー三島店2階 055-975-6311

静岡県 長倉書店 411-0907 静岡県駿東郡清水町伏見５８－１サントムーンアネックス３Ｆ 055-960-7883

静岡県 吉見書店 竜南店 420-0803 静岡県静岡市葵区千代田4丁目3-10 054-246-2653

静岡県 ロフト 静岡パルコロフト 420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町6-7　静岡パルコ8階 054-272-6210

静岡県 江崎書店 ベイドリーム清水店 424-0906 静岡県静岡市清水区駒越北町8-1　ベイドリーム清水2F 054-337-0321

静岡県 ロフト 浜松ロフト 430-0926 静岡県浜松市中区砂山町6-1　メイワン6階 053-455-6210

愛知県 イトーヨーカドー 安城店 446-0072 愛知県安城市住吉町３ー１ー８ 0566-97-4111

愛知県 イトーヨーカドー 赤池店 470-0126 愛知県日進市赤池町箕ノ手１番 052-805-2111

愛知県 イトーヨーカドー 知多店 478-0065 愛知県知多市新知東町１ー１０ー１ 0562-56-5511

愛知県 イトーヨーカドー 尾張旭店 488-0067 愛知県尾張旭市南原山町石原１１６ー４ 0561-54-1211

愛知県 ロフト 岡崎ロフト 444-8710 愛知県岡崎市戸崎町外山３８−５ イオンモール岡崎 東棟 ４階 0564-59-2160

愛知県 本の王国 刈谷店 448-0858 愛知県刈谷市若松町２丁目１０１ 0566-28-0833

愛知県 ロフト 名駅ロフト 450-8505 愛知県名古屋市中村区名駅1-2-1　名鉄百貨店本店メンズ館5F 052-585-7063

愛知県 ロフト 名古屋みなとロフト 455-8501 愛知県名古屋市港区港明2丁目-3-2　ららぽーと名古屋みなとアクルス1階1010番 052-653-6210

愛知県 泰文堂 日比野本店 456-0061 愛知県名古屋市熱田区西郊通２－１６ 052-682-3797

愛知県 水野書店 457-0001 愛知県名古屋市南区平子２－１０－２１ 052-822-6244

愛知県 ロフト ロフト名古屋 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-18-1　ナディアパーク内 052-219-3000

愛知県 ロフト 栄ロフト 460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目4番5号 SAKAE NOVA 5F 052-243-6210

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ 新守山店 463-0070 愛知県名古屋市守山区新守山２８３０ 052-791-5152

愛知県 ロフト 東郷ロフト 470-0186 愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業62街区1・3　ららぽーと愛知東郷１F 0561-38-6206

愛知県 本の王国 高蔵寺店 487-0011 愛知県春日井市中央台１－１－２ 0568-94-0921

三重県 本の王国 文化センター前店 514-0061 三重県津市一身田上津部田字口ノ坪１１５－１ 059-232-8866

三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ 久居店 514-1101 三重県津市久居明神町２６４０番地４ 059-254-4080

滋賀県 ＢｏｏｋＨｏｕｓｅひらがき エイスクエア店 525-0025 滋賀県草津市西渋川１－２３－２３エイスクエアＳＡＲＡ２Ｆ 077-561-6598

京都府 東急ハンズ 京都店 600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町27番地大丸京都店周辺店舗 075-254-3109

京都府 ヨドバシカメラ マルチメディア京都 600-8216 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町590-2 075-351-1010

京都府 ロフト 京都ロフト 604-8031 京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地　ミーナ京都6階 075-255-6210

京都府 ロフト 洛北ロフト 606-8103 京都府京都市左京区高野西開町36　洛北阪急スクエア1階 075-791-6210

京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ 　ＡＶＩＸ福知山店 620-0933 京都府福知山市東羽合町１４９番地 0773-24-4566

京都府 まるぜん書店 網野店 629-3102 京都府京丹後市網野町下岡１３７ 0772-72-5454

大阪府 ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 530-0011 大阪府大阪市北区大深町１−１ 06-4802-1010

大阪府 東急ハンズ 梅田店 530-8202 大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸梅田店内 10～12F 06-6347-7188

大阪府 ロフト 天王寺ＭＩＯロフト 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-48　天王寺ミオ　プラザ館3階 06-6776-0621

大阪府 イトーヨーカドー あべの店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１ー６ー１ 06-6643-1111

大阪府 イトーヨーカドー アリオ八尾店 581-0803 大阪府八尾市光町２丁目３番 072-995-9111

大阪府 イトーヨーカドー アリオ鳳店 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町３丁１９９番地１２ 072-274-4111



都道府県 店名 店舗名 郵便番号 住所 電話番号
大阪府 イトーヨーカドー 津久野店 593-8329 大阪府堺市西区下田町２０ー１ 072-266-7700

大阪府 ロフト ルクア大阪ロフト 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-1-3　ルクア9階 06-6341-6210

大阪府 ロフト 梅田ロフト 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-7 06-6359-0111

大阪府 ロフト なんばロフト 542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前12-22　難波センタービル4階 06-6631-6210

大阪府 ロフト あべのロフト 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40　あべのand3階 06-6625-6210

大阪府 ロフト 千里バンパクロフト 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1　ららぽーとEXPOCITY店1階 06-4864-6210

大阪府 ロフト 高槻ロフト 569-1116 大阪府高槻市白梅町4-1　高槻阪急3階 072-684-2980

大阪府 ロフト くずはロフト 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町15-1 京阪百貨店くずはモール店2階 072-836-6210

大阪府 ロフト 松原ロフト 580-0032 大阪府松原市天美東3丁目500番地 セブンパーク天美1階 072-332-6211

大阪府 ロフト 八尾ロフト 581-0803 大阪府八尾市光町2-60　LINOAS5階 072-995-6210

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ 富田林店 584-0036 大阪府富田林市甲田１－１４－５３ 0721-23-8620

大阪府 ロフト 堺ロフト 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町3-199-12　アリオ鳳1階 072-273-0621

大阪府 ロフト 大阪和泉ロフト 594-1157 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7　ららぽーと和泉4階 0725-90-6201

兵庫県 イトーヨーカドー 甲子園店 663-8178 兵庫県西宮市甲子園八番町１ー１００ 0798-81-6111

兵庫県 イトーヨーカドー 明石店 674-0095 兵庫県明石市二見町西二見駅前１?１８ 078-941-5111

兵庫県 イトーヨーカドー 加古川店 675-0189 兵庫県加古川市別府町緑町２ 079-435-3131

兵庫県 喜久屋書店 神戸学園都市店 651-2103 兵庫県神戸市西区学園西町1-4 078-797-3977

兵庫県 ロフト 西宮ロフト 663-8204 兵庫県西宮市高松町14-2　阪急西宮ガーデンズ本館2階　東モール 0798-68-6210

兵庫県 ロフト 姫路ロフト 670-0912 兵庫県姫路市南町1番地　山陽百貨店西館5階 079-226-6210

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ 西明石店 673-0047 兵庫県明石市藤江中谷９２８ 078-929-8440

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ パークタウン加古川店 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町２６９－１ 079-453-5200

兵庫県 西村書店 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾２８５－１ 0790-42-5008

兵庫県 文林本店 677-0054 兵庫県西脇市野村町１２６４ 0795-23-3350

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ 福崎店 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原１３３６－１ 0790-24-4100

奈良県 ロフト 生駒ロフト 630-0251 奈良県生駒市谷田1600　近鉄百貨店生駒店5階 0743-74-6210

奈良県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ 奈良押熊店 631-0011 奈良県奈良市押熊町１５１９－１ 0742-52-6130

奈良県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ 御所店 639-2301 奈良県御所市元町９７ 0745-65-0691

和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ ガーデンパーク和歌山店 640-8421 和歌山県和歌山市松江字向鵜ノ島１４６９－１ 073-457-9021

和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ オークワ本社店 641-0008 和歌山県和歌山市北中島１丁目１５６－３ 073-402-3800

和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ 和歌山高松店 641-0051 和歌山県和歌山市西高松１－７－８８ 073-435-0106

和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ 海南店 642-0031 和歌山県海南市築地１番地１ 073-483-5631

和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ 有田川店 643-0024 和歌山県有田郡有田川町水尻字下西７１２－１ 0737-52-6761

和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ 美浜店 644-0041 和歌山県日高郡美浜町田井字東畑４２６－２ 0778-32-0230

和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ オーシティ前田辺店 646-0022 和歌山県田辺市東山１－１２－９ 0739-81-0151

和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ 新宮仲之町店 647-0010 和歌山県新宮市丹鶴２丁目２番１号 0735-21-6004

和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ 橋本店 648-0062 和歌山県橋本市妻２－２－２５ 0736-39-3380

和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ 岩出店 649-6235 和歌山県岩出市西野３０　岩出ショッピングシティ 0736-69-0157

鳥取県 ＢＹヨシダ 682-0806 鳥取県倉吉市昭和町1-10 0858-23-1611

鳥取県 今井書店 錦町店 683-0011 鳥取県米子市錦町3-90 0859-37-6700

鳥取県 東福原店 683-0802 鳥取県米子市東福原６－１２－４０ 0859-36-8777

鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ 角盤町店 683-0812 鳥取県米子市角盤町４－４１ 0859-31-6222

鳥取県 ロフト 米子ロフト 683-8510 鳥取県米子市西福原２丁目１−１０ 米子しんまち天満屋 4階 0859-35-1445

島根県 文具の店　いづみ 695-0016 島根県江津市嘉久志町2306-30　ゆめタウン江津　2階 0855-54-0330

岡山県 うさぎや 岡山東店 703-8256 岡山県岡山市中区浜２丁目４−１７ 086-271-8989

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ 大安寺店 700-0066 岡山県岡山市北区野殿西町３２９－１ 086-253-1717

岡山県 津島モール店 700-0085 岡山県岡山市北区津島南１－２－７フレスタモールカジル津島２ 086-251-9292

岡山県 啓文社 岡山本店 700-0973 岡山県岡山市北区下中野３７７－１ 086-805-1123

岡山県 ロフト 津山ロフト 708-8519 岡山県津山市新魚町17 天満屋津山店2階 086-831-2320

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ 中島店 710-0803 岡山県倉敷市中島２２３６－１０３ 086-460-3939

岡山県 ロフト 倉敷ロフト 710-0813 岡山県倉敷市寿町12-2　アリオ倉敷2階 086-430-6210

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ 水島店 712-8032 岡山県倉敷市北畝５－６８５－１ 086-456-6965

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ 笠岡富岡店 714-0092 岡山県笠岡市富岡２３３－１ 0865-69-7501

岡山県 蔦屋書店 高梁市図書館 716-0039 岡山県高梁市旭町１３０６　高梁市複合施設２Ｆ 0866-22-8000

広島県 廣文館 福山駅ビル店 720-0066 広島県福山市三之丸町30-1　サンステーションテラス２F 084-923-9434

広島県 ロフト 福山ポートプラザロフト 720-0801 広島県福山市入船町3-1-25　ハピータウンポートプラザ店2階 084-971-1006

広島県 啓文社 コア神辺店 720-2123 広島県福山市神辺町川北１５３３　１Ｆ 084-962-3939

広島県 ロフト 福山ロフト 720-8636 広島県福山市元町1-1　天満屋福山店7階 084-927-2718

広島県 廣文館 三原宮浦店 723-0051 広島県三原市宮浦６丁目７−２２ 0848-60-0410

広島県 ロフト 広島ロフト 730-8501 広島県広島市中区基町6-27　そごう広島店新館8階 082-512-7590

広島県 廣文館 呉駅ビル店 737-0029 広島県呉市宝町 1-16呉駅ビルクレスト３F 0823-32-5780

広島県 ロフト 廿日市ロフト 738-0023 広島県廿日市市下平良2-2-1　ゆめタウン廿日市2階 0829-31-6210

広島県 廣文館 フジグラン高陽店 739-1742 広島県広島市安佐北区亀崎１丁目１－６フジグラン高陽３Ｆ 082-842-4604

山口県 ザ・文具ムネスエ 744-0025 山口県下松市中央町21-3 ゆめタウン下松店 星プラザ内 0833-45-1131

徳島県 カルチャーシティ 平惣田宮店 770-0003 徳島県徳島市北田宮1-228 088-634-3339

徳島県 ロフト 徳島ロフト 770-0831 徳島県徳島市寺島本町西1-5 アミコ東館1階 088-622-6210

徳島県 カルチャーシティ平惣 川内店 771-0131 徳島県徳島市川内町大松844-1 088-666-3666

徳島県 ロフト ゆめタウン徳島ロフト 771-1202 徳島県板野郡藍住町奥野字東中洲88-1　ゆめタウン徳島1階 088-692-6212

徳島県 カルチャーシティ平惣 小松島店 773-0010 徳島県小松島市日開野町字弥三次一六-一 0885-35-0888

徳島県 カルチャーシティ 平惣阿南センター店 774-0011 徳島県阿南市領家町室ノ内４０１−１ 0884-24-5005

香川県 文具生活 丸亀店 763-0082 香川県丸亀市土器町東８丁目２３ 0877-58-4425



都道府県 店名 店舗名 郵便番号 住所 電話番号
香川県 ロフト 高松ロフト 760-0029 香川県高松市丸亀町7-16　丸亀町グリーン西館3階 087-802-2850

愛媛県 ロフト 松山ロフト 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井850　エミフルMASAKI1階 089-961-6210

高知県 文具生活 高知店 781-0801 高知県高知市小倉町３−３０ フジグラン葛島 2階 088-856-7711

福岡県 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂 長者原店 811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原2-9-5 092-938-0006

福岡県 東急ハンズ 博多店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1JR博多シティ1～5F 092-481-3109

福岡県 ヨドバシカメラ マルチメディア博多 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街６−１２ 092-471-1010

福岡県 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂 原田店 812-0063 福岡県福岡市東区原田3-8-3 092-622-1288

福岡県 ロフト 小倉ロフト 802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1　セントシティ6F 093-521-6210

福岡県 ロフト 天神ロフト 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通4-9-25 092-724-6210

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫガレージ福岡志免店 811-2204 福岡県糟屋郡志免町田富１丁目１－１ 092-935-3700

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ サンリブ宗像店 811-4184 福岡県宗像市くりえいと１-５-１ 0940-38-2050

福岡県 紀伊国屋書店 福岡本店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街２－１博多バスＴ　６Ｆ 092-434-3100

福岡県 蔦屋書店 コマーシャルモール博多 812-0896 福岡県福岡市博多区東光寺町２－６－４０ 092-418-3900

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ 前原店 819-1102 福岡県糸島市高田５丁目２３－６ 092-323-2956

福岡県 福岡金文堂 ３７ゆめモール筑後 833-0002 福岡県筑後市筑後市前津　ゆめモール筑後内 0942-54-1300

福岡県 ロフト 久留米ロフト 839-0865 福岡県久留米市新合川１丁目２-１ ゆめタウン久留米２F 0942-45-0062

佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ 唐津店 847-0062 佐賀県唐津市船宮町２５８７－９ 0955-73-7312

佐賀県 ロフト 佐賀ロフト 849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1　ゆめタウン佐賀1階 0952-20-6210

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ 遊ＩＮＧ城山店 852-8021 長崎県長崎市城山町５－２３ 095-861-0202

長崎県 金明堂 ５７日野店 858-0923 長崎県佐世保市日野町８８８－１ 0956-29-2085

熊本県 ロフト はませんロフト 862-0965 熊本県熊本市南区田井島１丁目２−１ ゆめタウンはません 3階 096-334-6210

熊本県 ロフト 光の森ロフト 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森7丁目33-1　ゆめタウン光の森南館1階 096-232-6210

大分県 ロフト 大分ロフト 870-1198 大分県大分市大字玉沢字楠本755-1　トキハわさだタウン2街区2階 097-529-6210

宮崎県 ロフト 宮崎ロフト 880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1　イオンモール宮崎2階 0985-26-6210

宮崎県 田中書店 イオンモール都城駅前店 885-0023 宮崎県都城市栄町4672-5 0986-51-4488

宮崎県 りーぶる金海堂 クロスモール店 889-1603 宮崎県宮崎市清武町正手2丁目37-8 0985-75-0990

鹿児島県 ロフト 鹿児島ロフト 892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町6-5　マルヤガーデンズ3階 099-239-6210

沖縄県 ロフト 豊崎ロフト 901-0225 沖縄県豊見城市豊崎3-35　イーアス沖縄豊崎3階 098-840-6210

沖縄県 ロフト ライカムロフト 901-2306 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地　イオンモール沖縄ライカム1階 098-930-6210

オンライン サンスター文具公式　楽天市場店 サンスター文具公式　楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/sun-star/

オンライン Amazonジャパン Amazonジャパン https://www.amazon.co.jp/

オンライン ヨドバシ・ドット・コム ヨドバシ・ドット・コム https://www.yodobashi.com/


