
かいけつゾロリ　冬のキャンペーン　実施書店

都道府県名 書店名

茨城県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店

茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば

茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ピアシティ石岡店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ友部店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたちなか店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新那珂店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立田尻店

茨城県 ブックエース　茨大前店

茨城県 ブックエース　下妻店

茨城県 ブックエース　結城店

茨城県 ブックエース　見和店

茨城県 ブックエース　坂東店

茨城県 ブックエース　酒門店

茨城県 ブックエース　勝田東石川店

茨城県 ブックエース　日立鮎川店

茨城県 川又書店　エクセル店

茨城県 川又書店　県庁店

茨城県 リブロ　ひたちなか店

茨城県 未来屋書店　つくば店

茨城県 未来屋書店　水戸内原店

栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店

栃木県 うさぎや　自治医大店

栃木県 くまざわ書店　アピタ宇都宮店

栃木県 くまざわ書店　宇都宮インターパーク店

栃木県 くまざわ書店　宇都宮店

栃木県 スーパーブックス　今市店

栃木県 落合書店　イトーヨーカドー店

群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高崎店

群馬県 くまざわ書店　伊勢崎店

群馬県 タマムラブックセンター

群馬県 ブックマンズアカデミー　高崎店

群馬県 ブックマンズアカデミー　前橋店

群馬県 ブックマンズアカデミー　太田店

群馬県 喜久屋書店　太田店



かいけつゾロリ　冬のキャンペーン　実施書店

都道府県名 書店名

群馬県 紀伊國屋書店　前橋店

群馬県 戸田書店　桐生店

群馬県 戸田書店　前橋本店

群馬県 蔦屋書店　前橋みなみモール店

埼玉県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　菖蒲店

埼玉県 ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽

埼玉県 Ｔ’ｓ　Ｂｏｏｋｓ

埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　越谷店

埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店

埼玉県 ｙｃｖｏｘ　ワカバウォーク店

埼玉県 オークスブックセンター　岩槻店

埼玉県 くまざわ書店　ララガーデン川口店

埼玉県 くまざわ書店　浦和美園店

埼玉県 くまざわ書店　宮原店

埼玉県 くまざわ書店　上里店

埼玉県 くまざわ書店　秩父店

埼玉県 くまざわ書店　的場店

埼玉県 くまざわ書店　和光店

埼玉県 くまざわ書店　鷲宮店

埼玉県 ブックエース　春日部１６号線店

埼玉県 ブックエース　杉戸店

埼玉県 メディアライン　東京堂ふじみ野店

埼玉県 文教堂　熊谷駅店

埼玉県 文教堂書店　まるひろ南浦和店

埼玉県 文教堂書店　川口駅店

埼玉県 文教堂書店　東川口店

埼玉県 ゲオ　フレスポ八潮店

埼玉県 ツタヤ　ブックストア　ビーンズ戸田公園店

埼玉県 ブックマルシェ　アリオ深谷店

埼玉県 ブックマルシェ　上尾店

埼玉県 リブロ　ララガーデン春日部店

埼玉県 リブロ　小手指店

埼玉県 紀伊國屋書店　川越店

埼玉県 宮脇書店　ヨーカドー三郷店

埼玉県 戸田書店　熊谷店

埼玉県 東京旭屋書店　イオンモール浦和美園店

埼玉県 文真堂書店　ホームズ草加舎人店



かいけつゾロリ　冬のキャンペーン　実施書店

都道府県名 書店名

埼玉県 文真堂書店タイムクリップ　幸手店

埼玉県 くまざわ書店ふじみ野店

千葉県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　ちはら台店

千葉県 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　津田沼Ｐ店

千葉県 Ｂｏｏｋ＋サンモール旭店

千葉県 ＫａＢｏＳ　ららぽーと柏の葉店

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐倉店

千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千葉ニュータウン店

千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店

千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯＴＳＵＴＡＹＡ八千代店

千葉県 オークスブックセンター　南柏店

千葉県 オークスメディアパーク　野田店

千葉県 くまざわ書店　ペリエ千葉本店

千葉県 くまざわ書店　モラージュ柏店

千葉県 くまざわ書店　ららぽーと店

千葉県 くまざわ書店　公津店

千葉県 くまざわ書店　四街道店

千葉県 くまざわ書店　新鎌ケ谷店

千葉県 くまざわ書店　蘇我店

千葉県 くまざわ書店　柏高島屋店

千葉県 くまざわ書店　八千代台店

千葉県 スーパーブックス　住吉書房　本八幡店

千葉県 スーパーブックス　新柏店

千葉県 スーパーブックス　都賀店

千葉県 ブックスワールド　西友新北習志野店

千葉県 文教堂書店　下総中山駅店

千葉県 文教堂書店　小倉台店

千葉県 ジュンク堂書店　南船橋店

千葉県 ジュンク堂書店　柏モディ店

千葉県 ショッピングセンター多田屋　流山店

千葉県 ときわ書房　イトーヨーカドー船橋店

千葉県 ときわ書房　ニューコースト新浦安店

千葉県 ときわ書房　本八幡スクエア店＋ＧＥＯ

千葉県 ブックエース　成田赤坂店

千葉県 宮脇書店　検見川浜店

千葉県 三省堂書店　そごう千葉店

千葉県 精文館書店　イオンおゆみ野店



かいけつゾロリ　冬のキャンペーン　実施書店

都道府県名 書店名

千葉県 精文館書店　おゆみ野店

千葉県 柏の葉　蔦屋書店

千葉県 未来屋書店　成田店

千葉県 未来屋書店　八千代緑が丘店

東京都 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　東急蒲田店

東京都 ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店

東京都 ＮＥＴ２１隆文堂　西国分寺店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　三鷹北口店

東京都 オリオン書房　イオンモールむさし村山店

東京都 くまざわ書店　ＩＹ武蔵小金井店

東京都 くまざわ書店　イーアス高尾店

東京都 くまざわ書店　イトーヨーカドー大森店

東京都 くまざわ書店　錦糸町店

東京都 くまざわ書店　国領店

東京都 くまざわ書店　桜ヶ丘店

東京都 くまざわ書店　昭島店

東京都 くまざわ書店　西新井店

東京都 くまざわ書店　大泉学園店

東京都 くまざわ書店　町田根岸店

東京都 くまざわ書店　調布店

東京都 くまざわ書店　田町店

東京都 くまざわ書店　南千住店

東京都 くまざわ書店　武蔵小金井北口店

東京都 コーチャンフォー　若葉台店

東京都 スーパーブックス　あおい書店春日店

東京都 スーパーブックス　あおい書店池尻大橋店

東京都 スーパーブックス　住吉書房　駒沢店

東京都 スーパーブックス　住吉書房　五反野店

東京都 スーパーブックス　住吉書房　小岩店

東京都 スーパーブックス　住吉書房　中目黒ＢＣ

東京都 スーパーブックス　竹の塚駅前店

東京都 スーパーブックス　芳進堂　ラムラ店

東京都 フタバ図書　ＴＥＲＡ南砂町店

東京都 メディアライン　東村山店

東京都 山下書店　世田谷店

東京都 山下書店　大塚店



かいけつゾロリ　冬のキャンペーン　実施書店
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東京都 文教堂書店　あきる野とうきゅう店

東京都 文教堂書店　グリーンコート店

東京都 文教堂書店　広尾店

東京都 文教堂書店　市ヶ谷店

東京都 文教堂書店　人形町店

東京都 文教堂書店　成瀬店

東京都 文教堂書店　西台店

東京都 文教堂書店　青戸店

東京都 文教堂書店　赤羽店

東京都 文教堂書店　練馬高野台店

東京都 ジュンク堂書店　吉祥寺店

東京都 ジュンク堂書店　池袋本店

東京都 スーパーブックス　あおい書店四谷三丁目店

東京都 リブロ　エミオ富士見台店

東京都 リブロ　南町田グランベリーパーク店

東京都 王様書房

東京都 丸善　丸の内本店

東京都 丸善　日本橋店

東京都 紀伊國屋書店　イトーヨーカドー木場店

東京都 紀伊國屋書店　吉祥寺東急店

東京都 紀伊國屋書店　笹塚店

東京都 久美堂　本店

東京都 啓文堂書店　三鷹店

東京都 三省堂書店　下北沢店

東京都 三省堂書店　神保町本店

東京都 三省堂書店　成城店

東京都 三省堂書店　池袋本店

東京都 三省堂書店　東京ソラマチ店

東京都 三省堂書店　有楽町店

東京都 書泉芳林堂書店　高田馬場店

東京都 小川書店

東京都 増田書店

東京都 東京旭屋書店　池袋店

東京都 藤乃屋書店

東京都 八重洲ブックセンター　石神井公園店

東京都 福家書店　アリオ北砂店

東京都 文教堂書店　河辺店
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東京都 文教堂書店　二子玉川店

東京都 文真堂書店　足立花畑店

東京都 未来屋書店　碑文谷店

東京都 有隣堂　セレオ八王子店

東京都 有隣堂　ららぽーと立川立飛店

神奈川県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店

神奈川県 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店

神奈川県 Ｂｏｏｋプラザ文華堂

神奈川県 ＫａＢｏＳ　宮前平店

神奈川県 ＮＥＴ２１井上鶴見ミナール店

神奈川県 くまざわ書店　アピタテラス横浜綱島店

神奈川県 くまざわ書店　ジョイナステラス二俣川店

神奈川県 くまざわ書店　マークイズみなとみらい店

神奈川県 くまざわ書店　ランドマーク店

神奈川県 くまざわ書店　綾瀬店

神奈川県 くまざわ書店　横須賀店

神奈川県 くまざわ書店　湘南台店

神奈川県 くまざわ書店　相模大野店

神奈川県 くまざわ書店　大船店

神奈川県 くまざわ書店　長津田店

神奈川県 くまざわ書店　辻堂湘南モール店

神奈川県 くまざわ書店　本厚木店

神奈川県 スーパーブックス　ブックプラザ伊勢治

神奈川県 スーパーブックス　住吉書房　久里浜店

神奈川県 スーパーブックス　住吉書房　宮崎台駅前店

神奈川県 スーパーブックス　住吉書房　元住吉店

神奈川県 スーパーブックス　住吉書房　新丸子駅前店

神奈川県 スーパーブックス　住吉書房　登戸店

神奈川県 スーパーブックス　住吉書房　武蔵中原店

神奈川県 スーパーブックス伊勢治書店ダイナシティ店

神奈川県 文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店

神奈川県 文教堂書店　溝ノ口駅前店

神奈川県 文教堂書店　中山とうきゅう店

神奈川県 文教堂書店　葉山店

神奈川県 有隣堂　ルミネ横浜店

神奈川県 スーパーブックス　住吉書房　新杉田店

神奈川県 ブックポート２０３　緑園店
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神奈川県 丸善　横浜みなとみらい店

神奈川県 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店

神奈川県 紀伊國屋書店　横浜店

神奈川県 三省堂書店　海老名店

神奈川県 三省堂書店　小田原店

神奈川県 三省堂書店　新横浜店

神奈川県 島森書店　鎌倉店

神奈川県 文教堂書店　鎌倉とうきゅう店

神奈川県 文教堂書店　立場店

神奈川県 北野書店　本店

神奈川県 有隣堂　アトレ川崎店

神奈川県 有隣堂　たまプラーザテラス店

神奈川県 有隣堂　テラスモール湘南店

神奈川県 有隣堂　トレアージュ白旗店

神奈川県 有隣堂　横浜駅西口店


