
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

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　ＴＳＵＴＡＹＡ水原南店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　横越店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　見附国道店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　五泉ビッグロール店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　高田西店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　三条店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　四日町店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　糸魚川店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　十日町店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　小千谷インター店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　新津店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　中条店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　蔦屋　吉田店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　蔦屋　分水店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　蔦屋書店　巻店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　蔦屋書店　村上店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　蔦屋書店上越ウイング店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　柏崎店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　豊栄インター店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　豊町店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　六日町店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊ＴＳＵＴＡＹＡ三条大崎店

新潟県 イオン　県央店

新潟県 くまざわ書店　新潟デッキィ店

新潟県 くまざわ書店　新潟亀田店

新潟県 くまざわ書店　新潟西店

新潟県 くまざわ書店　長岡店

新潟県 コメリ書房　柏崎店

新潟県 コメリ書房　加茂店

新潟県 コメリ書房　五泉店

新潟県 紀伊國屋書店　新潟店

新潟県 宮脇書店　ＰＬＡＮＴ－５見附店

新潟県 宮脇書店　聖籠店

新潟県 戸田書店　長岡店

新潟県 知遊堂　亀貝店

新潟県 知遊堂　三条店

新潟県 知遊堂　上越国府店

新潟県 蔦屋書店　高田西店

新潟県 文信堂書店　長岡店



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

新潟県 未来屋書店　新潟青山店

新潟県 未来屋書店　新発田店

新潟県 萬松堂

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　魚津店

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　黒部店

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　大沢野店

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　砺波店

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　婦中店

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　北の森店

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　本店　本館

富山県 ＢＯＯＫＳフナキ　アピタ砺波店

富山県 ブックスアピア

富山県 喜久屋書店　高岡店

富山県 紀伊國屋書店　富山店

富山県 清明堂書店　アピタ店

富山県 文苑堂書店　魚津サンプラザ店

富山県 文苑堂書店　戸出店

富山県 文苑堂書店　小杉店

富山県 文苑堂書店　清水町店

富山県 文苑堂書店　藤の木店

富山県 文苑堂書店　富山豊田店

富山県 文苑堂書店　福田本店

富山県 文苑堂書店　本郷店

富山県 文苑堂書店　野村店

富山県 明文堂書店　滑川店

富山県 明文堂書店　高岡射水店

富山県 明文堂書店　黒部店

富山県 明文堂書店　新入善店

富山県 明文堂書店　氷見店

富山県 明文堂書店　富山掛尾店

富山県 明文堂書店　富山新庄経堂店

富山県 明文堂書店　富山有沢橋店

石川県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ金沢店

石川県 ＢＯＯＫＳなかだ　かほく店

石川県 ＫａＢｏＳ　イオンモール新小松店

石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店

石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大桑店

石川県 イオン　加賀の里店書籍売場
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石川県 うつのみや　金沢工大前店

石川県 うつのみや　金沢香林坊店

石川県 うつのみや　小松城南店

石川県 うつのみや　小立野店

石川県 うつのみや　上林店

石川県 きくざわ書店　アルプラザ鹿島店

石川県 文苑堂書店　羽咋店

石川県 文苑堂書店　鳴和店

石川県 ファミリエ

石川県 ブックメイトとくひさ

石川県 ブック宮丸　めいてつ・エムザ店

石川県 ブック宮丸　金沢南店

石川県 紀伊國屋書店　金沢大和店

石川県 金沢ビーンズ明文堂

石川県 北国書林　アピタ松任店

石川県 北国書林　アルプラザ店

石川県 北国書林　辰口店

石川県 未来屋書店　御経塚店

石川県 未来屋書店　杜の里店

石川県 明文堂書店　ＫＯＭＡＴＳＵ

石川県 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店

福井県 ＫａＢｏＳ　ベル店

福井県 ＫａＢｏＳ　三国店

福井県 ＫａＢｏＳ　勝山店

福井県 ＫａＢｏＳ　敦賀アピタ店

福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　ＷＡＳＳＥ店

福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　新二の宮店

福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　大和田店

福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　敦賀店

福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　武生店

福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　福井パリオ店

福井県 勝木書店　大野店

山梨県 くまざわ書店　双葉店

山梨県 朗月堂　本店

山梨県 ジュンク堂書店　岡島甲府店

山梨県 戸田書店　山梨中央店

山梨県 卓示書店　河口湖ＢＥＬＬ店

山梨県 天真堂書店　塩山店

山梨県 天真堂書店　国母店
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山梨県 柳正堂書店　甲府昭和イトーヨーカドー店

長野県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　ＴＳＵＴＡＹＡ　飯山店

長野県 ＭＡＲＵＺＥＮ　松本店

長野県 イオン　南松本書籍売場

長野県 イオン　豊科店

長野県 笠原書店

長野県 平安堂　佐久インターウェーブ店

長野県 平安堂　新長野店

長野県 蔦屋書店　佐久小諸店

長野県 蔦屋書店　上田しおだ野店

長野県 蔦屋書店　上田大屋店

長野県 蔦屋書店　須坂店

長野県 蔦屋書店　長野川中島店

長野県 蔦屋書店　長野徳間店

長野県 平安堂　伊那店

長野県 平安堂　更埴店

長野県 平安堂　座光寺店

長野県 平安堂　若槻店

長野県 平安堂　上田しおだ野店

長野県 平安堂　上田店

長野県 平安堂　諏訪店

長野県 平安堂　川中島店

長野県 平安堂　東和田店

長野県 平安堂　飯田店

長野県 未来屋書店　松本店

岐阜県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店

岐阜県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ御嵩店

岐阜県 いけだ書店　北方店

岐阜県 おおきな木

岐阜県 カルコス　穂積店

岐阜県 カルコス　本店

岐阜県 くまざわ書店　柳津店

岐阜県 ブックスアイオー

岐阜県 宮脇書店　瑞穂店

岐阜県 三省堂書店　岐阜店

岐阜県 三洋堂書店　ルビットタウン高山店

岐阜県 大洞堂　羽島店

静岡県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ浜北店

静岡県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ富士吉原店
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静岡県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ香貫店

静岡県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ榛原店

静岡県 ＢＯＯＫＳえみたす　焼津店

静岡県 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店

静岡県 ＮＥＴ２１吉見書店竜南店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　清水春日店

静岡県 アマノ　アクト北店

静岡県 アマノ　高丘店

静岡県 アマノ　三方原店

静岡県 アマノ　入野店

静岡県 アマノ　有玉店

静岡県 くまざわ書店　三島店

静岡県 マルサン書店　仲見世店

静岡県 戸田書店　富士店

静岡県 江崎書店　イトーヨーカドー店

静岡県 谷島屋　ららぽーと沼津店

静岡県 谷島屋　流通通り店

静岡県 藤枝江崎書店　Ｂｉｖｉ店

静岡県 柏屋書店

静岡県 マルサン書店　サントムーン店

静岡県 ムラカミ書店　アネックス店

静岡県 戸田書店　御殿場店

静岡県 戸田書店　藤枝東店

静岡県 戸田書店　函南店

静岡県 戸田書店　富士宮店

静岡県 江崎書店　ベイドリーム清水店

静岡県 江崎書店　袋井店

静岡県 佐塚文化堂　栄町店

静岡県 焼津谷島屋　アピタ島田店

静岡県 焼津谷島屋　登呂田店

静岡県 大垣書店　イオンモール富士宮店

静岡県 谷島屋　イオンモール浜松志都呂店

静岡県 谷島屋　ららぽーと磐田店

静岡県 谷島屋　三方原店

静岡県 谷島屋　富士宮店

静岡県 谷島屋　富士店

静岡県 谷島屋　本沢合店

静岡県 長倉書店　サントムーン店
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静岡県 藤枝江崎書店　駅南本店

静岡県 未来屋書店　浜松市野店

静岡県 明屋書店　イケヤ高丘店

愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ安城南店

愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ稲沢東店

愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ江南西店

愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ瀬戸店

愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ西尾店

愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ大府店

愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ鳴海店

愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ吉良店

愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ植田店

愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ中村店

愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ八剱店

愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ尾西店

愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ福釜店

愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ碧南店

愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　ラスパ太田川店

愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　甚目寺店

愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　長久手店

愛知県 ＭＡＲＵＺＥＮ　名古屋本店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店

愛知県 くまざわ書店　阿久比店

愛知県 くまざわ書店　一宮店

愛知県 くまざわ書店　岡崎北店

愛知県 くまざわ書店　刈谷店

愛知県 くまざわ書店　千代田橋店

愛知県 くまざわ書店　長久手店

愛知県 くまざわ書店　名古屋南店

愛知県 くまざわ書店　名西店

愛知県 こみかるはうす　藤が丘店

愛知県 ザ・リブレット　星ヶ丘三越店５Ｆ

愛知県 ジュンク堂書店　名古屋栄店

愛知県 らくだ書店　城北店

愛知県 らくだ書店　本店

愛知県 丸善　イオンタウン千種店

愛知県 紀伊國屋書店　プライムツリー赤池店

愛知県 紀伊國屋書店　名古屋空港店

愛知県 宮脇書店　刈谷店
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愛知県 三省堂書店　一宮店

愛知県 三省堂書店　名古屋本店

愛知県 正文館書店

愛知県 正文館書店　長久手フレンドタウン店

愛知県 正文館書店　緑区グリーンプラザ店

愛知県 精文館書店　汐田橋店

愛知県 精文館書店　新豊田店

愛知県 精文館書店　本店

愛知県 本の王国　安城店

愛知県 本の王国　豊川店

愛知県 未来屋書店　豊川店

愛知県 未来屋書店　木曽川店

三重県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ鈴鹿店

三重県 丸善　四日市店

三重県 宮脇書店　久居インター店

三重県 本の王国　文化センター前店

三重県 未来屋書店　津南店

三重県 未来屋書店　鈴鹿店


