「ばんそうこうくださいな」 オリジナルばんそうこう配布店全国リスト
※ 数量限定の為、配布終了している場合がございます。 詳細は各店舗にお問い合わせください。
県名

店名

北海道 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 札幌店

県名

店名

茨城県 TUTAYA 鹿嶋南店

県名
三重県

店名
TUTAYA ミタス伊勢店

県名

店名

兵庫県 ＴＢＳ 加古川ミーツテラス

TUTAYA 美しが丘店

蔦屋書店 龍ケ崎店

TUTAYA 鈴鹿中央通店

TUTAYA 姫路飾磨店

函館 蔦屋書店

蔦屋書店 ひたちなか店

コメリ書房 上野店

ＷＡＹ書店 TUTAYA西明石店

江別 蔦屋書店

川又書店 県庁店

別所書店 修成店

ｱﾊﾞﾝﾃｨﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰＨＡＴ神戸店

本の王国 松阪川井町店

ｱﾊﾞﾝﾃｨﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ舞多聞店

TUTAYA ビバモール寝屋川店

ｱﾊﾞﾝﾃｨﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ宝塚中山店

蔦屋書店 フォレオ菖蒲店

TUTAYA リノアス八尾店

アミーゴ書店 西神戸店

エムズ書店 桜台店

蔦屋書店 東松山店

TUTAYA 東香里店

アミーゴ書店 西神南店

さわや書店 釜石店

蔦屋書店 本庄早稲田店

TUTAYAららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ

アミーゴ書店 六甲道店

蔦屋書店 盛岡店

ブックファースト ルミネ大宮店

アシーネ 古川橋駅前店

ジュンク堂書店 神戸住吉店

東京旭屋書店 イオンモール浦和美園店

ｱﾊﾞﾝﾃｨﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ藤井寺店

ブックファースト エビスタ西宮店

アミーゴ書店 千里丘店

ブックファースト 宝塚店

戸田書店 中之条店

アミーゴ書店 都島店

旭屋書店 ららぽーと甲子園店

蔦屋書店 前橋みなみモール店

アミーゴ書店 東淀川店

喜久屋書店 豊岡店

サンミュージック ﾊｲﾊﾟｰﾌﾞｯｸｽ茨木

紀伊國屋書店 加古川店

蔦屋書店 諏訪中洲店

ブックファースト デュー阪急山田店

大垣書店 神戸ハーバーランドumie店

蔦屋書店 長野川中島店

ブックファースト 蛍池店

せいりん堂

ブックファースト 曽根店

喜久屋書店 小樽店
大垣書店 マルヤマクラス店
岩手県 ＢＯＯＫＳこなり

青森県 金入 下田店
TUTAYA 弘前店
TUTAYA 八戸ニュータウン店
福井県 ツタヤブックストア ワイプラザ新保店
石川県 金沢ビーンズ明文堂
TUTAYA 大桑店
富山県 喜久屋書店 高岡店
文苑堂書店 富山豊田店
新潟県 蔦屋書店 長岡古正寺店

埼玉県 TUTAYA BOOKSTORE グランエミオ所沢
TUTAYA ハレノテラス東大宮店

大阪府

群馬県 ナカムラヤ ニコモール店

長野県 TUTAYA 北松本店

未来屋書店 姫路リバーシティ店
広島県 sofa HIROSHIMA

山梨県 ジュンク堂書店 岡島甲府店

ブックファースト 梅田２階店

TUTAYA フジグラン東広島店

静岡県 TUTAYA すみや三島店

旭屋書店 なんばＣＩＴＹ店

TUTAYA フジグラン緑井店

TUTAYA 佐鳴台店

笹部書店

TUTAYA 東広島店

あおい書店（らくだ） 富士店

水嶋書房 くずはモール店

広島 蔦屋書店

みどり書房 桑野店

サガミヤ 広野店

水嶋書房 ニトリモール枚方店

エディオン 蔦屋家電

みどり書房 イオンタウン店

大垣書店 イオンモール富士宮店

水嶋書房 泉大津店

フタバ図書 ＴＥＲＡ広島府中店

蔦屋書店 新潟万代店
蔦屋書店 新発田店
福島県 みどり書房 福島南店

宮城県 TUTAYA 仙台荒井店

愛知県 夢文庫ピコット

水嶋書房 枚方市駅店

大垣書店 ･ジアウトレット広島店
山口県 TUTAYA 山口葵店

蔦屋書店 アクロスプラザ富沢西店

BOOKRESTAURANT やまねこ亭

大垣書店 イオンモール堺鉄砲町店

蔦屋書店 仙台泉店

ＭＡＲＵＺＥＮ 名古屋本店

大垣書店 高槻店

香川県 ジュンク堂書店 高松店

ヤマト屋書店 仙台三越店

TUTAYA ウイングタウン岡崎店

大垣書店 豊中緑丘店

徳島県 BookCity平惣 徳島店

ヤマト屋書店 仙台長命ヶ丘店

TUTAYA 春日井店

梅書房

ヤマト屋書店 東仙台店

TUTAYA 瀬戸店

文教堂書店 住道店

高知県 高知 蔦屋書店

金港堂

名古屋みなと 蔦屋書店

TUTAYA ＡＶＩＸ 福知山店

愛媛県 TUTAYA フジグラン松山店

東京都 TUTAYA 三軒茶屋店

京都府

カルチャーシティ平惣 羽ノ浦国道店

TUTAYABOOKSTORE 重信店

ブックセンター名豊 大府店

平和書店 TUTAYA松井山手駅前店

ブックセンター滝山

らくだ書店 東郷店

ｱﾊﾞﾝﾃｨﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ長岡店

ブックハウスカフェ

光書店 TUTAYA大治店

ｱﾊﾞﾝﾃｨﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ洛北店

TUTAYA 和白店

ブックファースト アトレ吉祥寺店

三省堂書店 名古屋本店

アミーゴ書店 高野店

TUTAYA積文館書店ゆめタウン大牟田

ブックファースト ルミネ北千住店

正文館書店 緑区グリーンプラザ店

大垣書店 イオンモールＫＹＯＴＯ店

ツタヤ 福岡ももち店

丸善 日本橋店

精文館書店 汐田橋店

大垣書店 イオンモール京都桂川店

六本松 蔦屋書店

久美堂 本店

精文館書店 新津島店

大垣書店 イオンモール京都五条店

フタバ図書 TERAイオンモール福岡店

蔦屋書店 フレスポ府中店

精文館書店 豊明店

大垣書店 ビブレ店

喜久屋書店 小倉店

八重洲ブックセンター ＩＹ武蔵境店

草叢ＢＯＯＫＳ 新守山店

大垣書店 烏丸三条店

喜久屋書店 小倉南店

八重洲ブックセンター アリオ葛西店

日新堂書店

大垣書店 亀岡店

神奈川県 ブックポート２０３ 大和店

岐阜県 豊川堂 カルミア店

大垣書店 京都ファミリー店

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 橋本店

TUTAYA ブックストア モレラ岐阜

大垣書店 京都ヨドバシ店

TUTAYA 港北ミナモ店

草叢ＢＯＯＫＳ 各務原店

大垣書店 京都本店

TUTAYA ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ新山下
スペース２１ シティモール店

滋賀県 大垣書店 ･岐阜高島屋店

大垣書店 高島屋京都店

サンミュージック ＨＢかがやき通り店

大垣書店 四条店

千葉県 TUTAYA イオンタウン館山店

サンミュージック ﾊｲﾊﾟｰﾌﾞｯｸｽ駒井沢

大垣書店 二条駅店

TUTAYA 市原五井店

サンミュージック ﾊｲﾊﾟｰﾌﾞｯｸｽ水口店

大垣書店 伏見店

蔦屋書店 茂原店

サンミュージック ﾊｲﾊﾟｰﾌﾞｯｸｽ長浜

幕張 蔦屋書店

サンミュージック ﾊｲﾊﾟｰﾌﾞｯｸｽ八日市

奈良 蔦屋書店

オークスブックセンター 仁戸名店

サンミュージック ﾊｲﾊﾟｰﾌﾞｯｸｽ彦根

喜久屋書店 橿原店

ジュンク堂書店 南船橋店

サンミュージック 近江八幡店

喜久屋書店 大和郡山店

ツタヤブックストア テラスモール松戸

サンミュージック 守山店

喜久屋書店 奈良駅店

丸善 舞浜イクスピアリ店

サンミュージック 長浜店

喜久屋書店 松戸店

サンミュージックﾊｲﾊﾟｰﾌﾞｯｸｽ大津京店

ブックセンターコスモ 吉方店

喜久屋書店 千葉ニュータウン店

ツタヤブックストア 近鉄草津

今井書店 錦町店

精文館書店 木更津店

大垣書店 フォレオ大津一里山店

奈良県

鳥取県

ＷＡＹ書店 TUTAYA天理店

BookYardCHAPTER1

福岡県 TUTAYA ブックガレージ 福岡志免

白石書店 本店
佐賀県 TUTAYA 鳥栖店
TUTAYA積文館書店 佐大通り店
愛文堂書店
長崎県 TUTAYA 広田店
TUTAYA 長崎ＣＯＣＯＷＡＬＫ
ツタヤ ブックストア させぼ五番街店
大分県 TUTAYA 森町店
桜瀬書店
宮崎県 田中書店 妻ヶ丘本店
鹿児島県 TUTAYA 城西店
TUTAYA 名瀬店
未来屋書店 鹿児島店
沖縄県 TUTAYA 首里店
大城書店 石川店

