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新潟県   

新潟市 宮脇書店 新潟東店  

新潟市 萬松堂  

新潟市 宮脇書店 横越店  

新潟市中央区 紀伊國屋書店 新潟店 

 

新潟市中央区 蔦屋書店 新潟万代 

 

新潟市中央区 ジュンク堂書店 新潟店 多 

新潟市中央区 くまざわ書店 新潟デッキィ店  

新潟市江南区 くまざわ書店 新潟亀田店  

新潟市秋葉区 本の店 英進堂 

 

新潟市南区 蔦屋書店 マーケットシティ白根店 

 

新潟市西区 くまざわ書店 新潟西店  

新潟市西区 知遊堂 亀貝店 多 

長岡市 戸田書店 長岡店 多 

長岡市 くまざわ書店 長岡店  

三条市 知遊堂 三条店  

柏崎市 コメリ書房 柏崎店 

 

新発田市 コメリ書房 新発田店  

新発田市 未来屋書店 新発田店  

小千谷市 宮脇書店 小千谷店  

加茂市 コメリ書房 加茂店  

十日町市 ブックス平沢 妻有店 

 

見附市 宮脇書店 見附店  

村上市 HIRASEI遊蔦屋書店 村上店  

糸魚川市 ブックステーション サカイ東寺町店  

五泉市 コメリ書房 五泉店  

上越市 知遊堂 上越国府店  

https://store.kinokuniya.co.jp/store/niigata-store/
https://www.topculture.co.jp/store/tsutaya/niigata-bandai/
https://honto.jp/store/detail_1570038_14HB320.html
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%BA%97+%E8%8B%B1%E9%80%B2%E5%A0%82&lr=lang_ja
https://store-tsutaya.tsite.jp/storelocator/detail/3100.html
http://chiyudo.com/chiyu/kame/
https://honto.jp/store/detail_1570172_14HB414.html
http://www.komerisyobo.com/store/kashiwazaki.html
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E5%B9%B3%E6%B2%A2%E5%A6%BB%E6%9C%89%E5%BA%97&lr=lang_ja
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上越市 未来屋書店 上越店  

佐渡市 蔦屋書店 佐渡佐和田店 

 

胎内市 HIRASEI遊 中条店  

富山県   

富山市 明文堂新庄経堂店  

富山市 くまざわ書店 富山店  

富山市 文苑堂書店藤の木店  

富山市 文苑堂書店 富山豊田店 多 

富山市 紀伊國屋書店 富山店   

高岡市 文苑堂書店野村店  

高岡市 喜久屋書店高岡店  

高岡市 文苑堂書店 戸出店 多 

魚津市 BOOKSなかだ 魚津店 

 

砺波市 未来屋書店 となみ店  

南砺市 ファミリーマート＋ファミリーブックス福光店 

 

石川県   

金沢市 紀伊國屋書店 金沢大和店 多 

金沢市 北国書林アルプラザ店 

 

金沢市 金沢ビーンズ明文堂  

金沢市 未来屋書店 杜の里店  

金沢市 未来屋書店 金沢フォーラス店  

金沢市 うつのみや 金沢香林坊店  

七尾市 きくざわ書店 ナッピィモール店 

 

小松市 明文堂書店 TSUTAYA KOMATSU  

小松市 KaBoSイオンモール新小松店 多 

小松市 平和書店 アル・プラザ 小松店  

加賀市 平和書店 アル・プラザ 加賀店  

https://store-tsutaya.tsite.jp/storelocator/detail/3110.html
http://www.bunendo.com/store/toyota.php
http://www.bunendo.com/store/toide.php
http://www.books-nakada.co.jp/uozu.html
http://as.chizumaru.com/famima/detailMap?account=famima&bid=76436
https://store.kinokuniya.co.jp/store/kanazawa-daiwa-store/
https://www.katsuki-books.jp/shop/?Cd=47
https://www.katsuki-books.jp/shop/?Cd=48
https://www.katsuki-books.jp/shop/?Cd=51
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かほく市 BOOKSなかだ イオンかほく店 

 

白山市 北国書林 松任店 

 

白山市 北国書林 アピタ松任店 

 

能美市 北国書林 辰口店 

 

能美市 ブックメイト とくひさ  

野々市市 明文堂書店金沢野々市店  

津幡町 平和書店 TSUTAYA 津幡店  

中能登町 きくざわ書店 アルプラザ鹿島店 

 

穴水町 コメリ書房 穴水店  

福井県   

福井市 SuperKaBoS 新二の宮店 多 

福井市 SuperKaBoSワッセ店 多 

福井市 SuperKaBoS大和田店 多 

福井市 KaBoSベル店 多 

敦賀市 SuperKaBoS敦賀店 多 

敦賀市 KaBoS アピタ敦賀店 

 

敦賀市 平和書店アル・プラザ敦賀店  

小浜市 三洋堂書店 小浜店  

大野市 KaBoS大野店 

 

大野市 カドヤ書店 Vio店  

勝山市 KaBoS勝山店 

 

鯖江市 SuperKaBoS鯖江店 多 

鯖江市 平和書店 アル・プラザ 鯖江店  

越前市 SuperKaBoS武生店 多 

坂井市 平和書店 アル・プラザ アミ店  

坂井市 カボスプラスゲオ三国店 

 

美浜町 WAY書店 TSUTAYA 美浜店 

 

http://books-nakada.co.jp/kahoku.html
https://www.katsuki-books.jp/shop/?Cd=41
https://www.katsuki-books.jp/shop/?Cd=42
https://www.katsuki-books.jp/shop/?Cd=43
https://www.katsuki-books.jp/shop/?Cd=45
https://www.katsuki-books.jp/shop/
https://www.katsuki-books.jp/shop/?Cd=6
https://www.katsuki-books.jp/shop/?Cd=8
https://www.katsuki-books.jp/shop/?Cd=5
https://www.katsuki-books.jp/shop/?Cd=16
https://www.katsuki-books.jp/shop/?Cd=39
https://www.katsuki-books.jp/shop/?Cd=17
https://www.katsuki-books.jp/shop/?Cd=18
https://www.katsuki-books.jp/shop/?Cd=13
https://www.katsuki-books.jp/shop/?Cd=14
https://www.katsuki-books.jp/shop/?Cd=11
https://store-tsutaya.tsite.jp/storelocator/detail/6100.html
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山梨県   

甲府市 よむよむフレスポ甲府東店 

 

甲府市 改造社書店 セレオ甲府店 

 

甲府市 ジュンク堂書店 岡島甲府店 多 

甲府市 郎月堂 本店 多 

富士吉田市 ＢＯＯＫＳＫＡＴＯ富士吉田店  

都留市 ＢＯＯＫＳ．ＫＡＴＯＨ都留店  

甲斐市 よむよむ新敷島店 

 

甲斐市 くまざわ書店 双葉店  

甲州市 天真堂書店 塩山店  

中央市 戸田書店 山梨中央店 

 

富士河口湖町 卓示書店河口湖ＢＥＬＬ店  

長野県   

長野市 いけだ書店 長野店  

長野市 平安堂 長野店 多 

長野市 平安堂 若槻店 多 

長野市 平安堂 川中島店 多 

長野市 平安堂 東和田店 

 

松本市 丸善 松本店 

 

松本市 興文堂 平田店  

松本市 くまざわ書店 南松本店  

上田市 くまざわ書店 上田店  

上田市 未来屋書店 上田店  

上田市 平安堂 上田しおだ野店 多 

上田市 平安堂 上田店 

 

岡谷市 笠原書店  

岡谷市 笠原書店 レイクウォーク店  

https://libroplus.co.jp/shop/225/
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E6%94%B9%E9%80%A0%E7%A4%BE%E6%9B%B8%E5%BA%97+%E7%94%B2%E5%BA%9C&lr=lang_ja
https://honto.jp/store/detail_1570071_14HB320.html
http://www.rogetsudo.co.jp/
https://libroplus.co.jp/shop/212/
http://todabooks.co.jp/shop/shop.php?S=62
https://www.heiando.co.jp/storelist/nagano
https://www.heiando.co.jp/storelist/wakatsuki
https://www.heiando.co.jp/storelist/kawanakajima
https://www.heiando.co.jp/storelist/higashiwada
https://honto.jp/store/detail_1570074_14HB310.html
https://www.heiando.co.jp/storelist/uedashiodano
https://www.heiando.co.jp/storelist/ueda
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飯田市 平安堂 飯田店 多 

飯田市 平安堂 座光寺店 

 

諏訪市 平安堂 諏訪店 多 

須坂市 平安堂 須坂店 多 

伊那市 くまざわ書店 伊那店  

伊那市 平安堂 伊那店 

 

塩尻市 中島書店 高原通り店  

塩尻市 くまざわ書店 ＧＡＺＡ広丘店  

塩尻市 平安堂 塩尻店 

 

佐久市 西澤書店  

佐久市 未来屋書店 佐久平店  

佐久市 平安堂 佐久インターウェーブ店 

 

千曲市 平安堂 更埴店 

 

安曇野市 平安堂 あづみ野店 多 

軽井沢町 軽井沢書店 

 

富士見町 今井書店ふじみ店  

山形村 興文堂 ｉＣＩＴＹ  

岐阜県   

岐阜市 アート書房 

 

岐阜市 丸善 岐阜店 多 

岐阜市 大垣書店 岐阜髙島屋店 多 

岐阜市 三省堂書店 岐阜店  

岐阜市 平和書店 TSUTAYA 長森店  

岐阜市 カルコス本店  

岐阜市 くまざわ書店 柳津店  

大垣市 ＡＣＡＤＥＭＩＡ大垣店  

大垣市 喜久屋書店 大垣店   

https://www.heiando.co.jp/storelist/iida
https://www.heiando.co.jp/storelist/zakouji
https://www.heiando.co.jp/storelist/suwa
https://www.heiando.co.jp/storelist/suzaka
https://www.heiando.co.jp/storelist/ina
https://www.heiando.co.jp/storelist/shiojiri
https://www.heiando.co.jp/storelist/sakuinterwave
https://www.heiando.co.jp/storelist/koushoku
https://www.heiando.co.jp/storelist/azumino
https://store-tsutaya.tsite.jp/storelocator/detail/3736.html
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%B2%90%E9%98%9C+%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E6%9B%B8%E6%88%BF&lr=lang_ja
https://honto.jp/store/detail_1570143_14HB310.html
https://www.books-ogaki.co.jp/stores/ogaki-takashimaya/
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大垣市 平和書店 TSUTAYA ノースウエスト店  

関市 こみかるはうす 関店  

関市 三洋堂書店 せき東店  

中津川市 三洋堂書店 ルビットタウン高山店  

瑞浪市 三洋堂書店 瑞浪中央店  

恵那市 三洋堂書店 アクロスプラザ恵那店  

美濃加茂市 くまざわ書店 美濃加茂店  

各務原市 カルコス 各務原店  

各務原市 こみかるはうす鵜沼店  

各務原市 未来屋書店 各務原店  

可児市 こみかるはうす可児店  

可児市 三洋堂書店 下恵土店  

瑞穂市 三洋堂書店 穂積店  

垂井町 三洋堂書店 垂井店  

御嵩町 BOOKSえみたす アピタ御嵩店（ラスパ御嵩 内） 

 

静岡県   

静岡市葵区 MARUZEN＆ジュンク堂書店 新静岡店 多 

静岡市駿河区 BOOKSえみたす アピタ静岡店 

 

静岡市駿河区 江崎書店 イトヨーカドー 静岡店  

静岡市清水区 TSUTAYA 辻店 

 

静岡市清水区 戸田書店 江尻台店 

 

静岡市清水区 シミズブックス  

静岡市清水区 未来屋書店 清水店 

 

浜松市中区 谷島屋書店 浜松本店 

 

浜松市中区 本の王国 浜松西店  

浜松市中区 明屋書店 イケヤ高丘店  

浜松市東区 遠州堂書店 

 

https://www.uny.co.jp/shop/166/index.html
https://honto.jp/store/detail_1570070_14HB320.html
https://www.uny.co.jp/shop/180/specialty_shop/3016.html
https://store-tsutaya.tsite.jp/storelocator/detail/4126.html
http://todabooks.co.jp/shop/shop.php?S=61
https://www.miraiyashoten.co.jp/shop/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E5%B1%8B%E6%9B%B8%E5%BA%97%E6%B8%85%E6%B0%B4/
https://www.yajimaya.co.jp/shop/?mode=detail&article=1
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E9%81%A0%E5%B7%9E%E5%A0%82%E6%9B%B8%E5%BA%97&lr=lang_ja
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浜松市東区 神沢書店 

 

浜松市東区 BOOKアマノ 有玉店 

 

浜松市浜北区 BOOKSえみたす アピタ浜北店 

 

沼津市 マルサン書店仲見世店  

沼津市 マルサン書店 駅北店  

沼津市 くまざわ書店 沼津店  

沼津市 くまざわ書店 大手町店  

熱海市 未来屋書店 熱海店  

三島市 くまざわ書店 三島店  

三島市 三島ブックセンター  

富士宮市 戸田書店 富士宮店 多 

富士宮市 大垣書店イオンモール富士宮店 多 

島田市 島田書店 花みずき店  

富士市 戸田書店 富士店 多 

富士市 あおい書店 富士店  

富士市 未来屋書店 富士南店  

磐田市 豊文堂 豊岡店  

磐田市 明屋書店 イケヤ磐田東店  

焼津市 BOOKSえみたす 焼津店 

 

掛川市 戸田書店 掛川西郷店 

 

藤枝市 TSUTAYA 藤枝瀬戸新屋店 

 

藤枝市 戸田書店 藤枝東店 多 

御殿場市 戸田書店 御殿場店 

 

裾野市 アシーネ裾野店  

湖西市 明屋書店 イケヤ湖西店  

菊川市 戸田書店リブレ菊川店 

 

函南町 TSUTAYA 函南店 

 

https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E6%B5%9C%E6%9D%BE+%E7%A5%9E%E6%B2%A2%E6%9B%B8%E5%BA%97&lr=lang_ja
https://www.amano-t.com/book/shop/aritama.html
https://www.uny.co.jp/shop/178/specialty_shop/2919.html
https://honto.jp/store/detail_1570184_14HB414.html
https://www.books-ogaki.co.jp/stores/fujinomiya/
https://honto.jp/store/detail_1570183_14HB414.html
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%81%88%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%99%E7%84%BC%E6%B4%A5%E5%BA%97&lr=lang_ja
http://www.todabooks.co.jp/shop/shop.php?S=19
https://store-tsutaya.tsite.jp/storelocator/detail/4116.html
https://honto.jp/store/detail.html?shcd=70173&shgcd=HB414
http://todabooks.co.jp/shop/shop.php?S=14
http://todabooks.co.jp/shop/shop.php?S=17
https://store-tsutaya.tsite.jp/storelocator/detail/4122.html


中島みゆき第二詩集 四十行のひとりごと 

取り扱い書店一覧（リンク付） 
 

 8 | 11 
 

函南町 戸田書店 函南店 

 

清水町 マルサン書店 柿田川サントムーン店  

長泉町 BOOKS ランケイ社  

愛知県   

名古屋市千種区 丸善 イオンタウン千種店 多 

名古屋市千種区 ちくさ正文館  

名古屋市千種区 ザ・リブレット三越星ヶ丘店７Ｆ  

名古屋市千種区 こみかるはうす 池下駅店  

名古屋市千種区 くまざわ書店 アピタ千代田橋店  

名古屋市東区 ブックファーストルミネ町田店  

名古屋市西区 紀伊國屋書店 mozoワンダーシティ店  

名古屋市西区 くまざわ書店 名西店  

名古屋市西区 未来屋書店 名西店  

名古屋市中村区 ジュンク堂書店 名古屋店 多 

名古屋市中村区 三省堂書店 名古屋本店 多 

名古屋市中村区 
BOOK ZAKKA STATIONARY CAFEDINING

豊川堂 

多 

名古屋市中区 ジュンク堂書店 名古屋栄店 多 

名古屋市中区 丸善 名古屋本店 多 

名古屋市瑞穂区 三洋堂書店 新開橋店 多 

名古屋市熱田区 未来屋書店 熱田店  

名古屋市港区 名古屋みなと 蔦屋書店 

 

名古屋市港区 未来屋書店 名古屋茶屋店  

名古屋市守山区 白沢書店 

 

名古屋市緑区 BOOKSえみたす アピタ鳴海店 

 

名古屋市緑区 丸善 ヒルズウォーク徳重店 多 

名古屋市緑区 未来屋書店 大高店  

http://todabooks.co.jp/shop/shop.php?S=11
https://honto.jp/store/detail_1570220_14HB310.html
https://honto.jp/store/detail_1570031_14HB320.html
https://www.books-sanseido.co.jp/shop/nagoya/
https://shops.globalgate.nagoya/shop/detail.php?id=137
https://shops.globalgate.nagoya/shop/detail.php?id=137
https://honto.jp/store/detail_1570153_14HB320.html
https://honto.jp/store/detail_1570138_14HB310.html
https://www.sanyodo.co.jp/shops/121/
https://store.tsite.jp/nagoya-minato/access/
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%99%BD%E6%B2%A2%E6%9B%B8%E5%BA%97&lr=lang_ja
https://www.uny.co.jp/shop/161/specialty_shop/4803.html
https://honto.jp/store/detail_1570221_14HB310.html
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名古屋市緑区 くまざわ書店 鳴海店  

名古屋市名東区 未来屋書店 名古屋東店  

名古屋市名東区 三洋堂書店 よもぎ店  

名古屋市天白区 BOOKSえみたす ピアゴ植田店 

 

豊橋市 精文館書店 三ノ輪店 

 

豊橋市 豊川堂 アピタ向山店 多 

豊橋市 豊川堂 本店 多 

豊橋市 豊川堂 カルミア店 多 

岡崎市 くまざわ書店 岡崎北店  

岡崎市 未来屋書店 岡崎店  

一宮市 BOOKSえみたす 尾西店 

 

一宮市 精文館書店 尾張一宮 

 

一宮市 精文館書店 一宮南 

 

一宮市 三省堂書店一宮店  

一宮市 くまざわ書店 一宮店  

一宮市 いけだ書店 木曽川店  

瀬戸市 三洋堂書店 ひしの店  

半田市 三洋堂書店乙川店  

春日井市 本の王国 高蔵寺店 

 

春日井市 三洋堂書店鳥居松店  

豊川市 豊川堂 nido店 多 

豊川市 未来屋書店 豊川店  

豊川市 三洋堂書店 豊川店  

碧南市 三洋堂書店 碧南店  

刈谷市 くまざわ書店 刈谷店  

刈谷市 本の王国 刈谷店  

豊田市 精文館書店 新豊田店 

 

https://www.uny.co.jp/shop/16/index.html
http://www.seibunkan.co.jp/shop/a/minowa/
http://housendou.syoten-web.com/shops/index.html#apita
http://housendou.syoten-web.com/shops/index.html#honten
http://housendou.syoten-web.com/shops/index.html#kalmia
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=BOOKS%E3%81%88%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%99+%E5%B0%BE%E8%A5%BF%E5%BA%97&lr=lang_ja
http://www.seibunkan.co.jp/shop/a/owariichinomiya/
http://www.seibunkan.co.jp/shop/b/ichinomiyaminami/
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%8E%8B%E5%9B%BD+%E9%AB%98%E8%94%B5%E5%AF%BA%E5%BA%97&lr=lang_ja
http://housendou.syoten-web.com/shops/index.html#nido
http://www.seibunkan.co.jp/shop/a/shintoyota/
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豊田市 未来屋書店 豊田店  

豊田市 本のMEGLiA 本店  

安城市 精文館書店 安城店 

 

安城市 Books えみたす ピアゴ福釜店 

 

安城市 BOOKSえみたす アピタ安城南店 

 

安城市 くまざわ書店 三河安城店  

安城市 本の王国 南安城店  

安城市 本の王国 安城店  

西尾市 BOOKSえみたす アピタ西尾店 

 

西尾市 三洋堂書店 西尾店  

犬山市 くまざわ書店 犬山店  

江南市 BOOKSえみたす アピタ江南西店 

 

小牧市 くまざわ書店 桃花台店  

小牧市 未来屋書店 小牧店  

稲沢市 MEGAドン・キホーテ UNY稲沢東店 

 

稲沢市 くまざわ書店 稲沢店  

東海市 くまざわ書店 荒尾店  

大府市 BOOKSえみたす アピタ大府店 

 

知立市 丸善 アピタ知立店 

 

知立市 正文館書店 知立八ッ田店  

尾張旭市 本の王国 尾張旭店  

高浜市 三洋堂書店高浜Ｔぽ－と店  

岩倉市 くまざわ書店 岩倉店  

豊明市 精文館書店 豊明店 

 

日進市 紀伊國屋書店 プライムツリー赤池店 多 

田原市 精文館書店 新田原店 

 

田原市 豊川堂 セントファーレ田原店 多 

http://www.seibunkan.co.jp/shop/b/anjo/
https://www.uny.co.jp/shop/40/index.html
https://www.uny.co.jp/shop/164/index.html
https://www.uny.co.jp/shop/111/index.html
https://www.uny.co.jp/shop/163/index.html
https://www.uny.co.jp/shop/289/index.html
https://www.uny.co.jp/shop/138/index.html
https://honto.jp/store/detail_1570222_14HB310.html
http://www.seibunkan.co.jp/shop/a/toyoake/
https://store.kinokuniya.co.jp/store/primetree-akaike-store/
http://www.seibunkan.co.jp/shop/b/shintahara/
http://housendou.syoten-web.com/shops/index.html#tahara
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清須市 三洋堂書店 清洲店  

みよし市 未来屋書店 三好店  

あま市 BOOKSえみたす ピアゴ甚目寺店 

 

長久手市 BOOKSえみたす 長久手店 

 

長久手市 くまざわ書店 長久手店  

東郷町 TSUTAYA BOOKSTORE ららぽーと愛知東郷 

 

東郷町 らくだ書店東郷店  

豊山町 紀伊國屋書店 名古屋空港店 

 

大口町 いけだ書店 大口店  

扶桑町 カルコス 扶桑店  

大治町 光書店 TSUTAYA 大治店 

 

阿久比町 くまざわ書店 阿久比店  

東浦町 未来屋書店 東浦店  

宇土市 カメヤブック 宇土シティ店 

 

 

https://www.uny.co.jp/shop/24/index.html
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=BOOKS%E3%81%88%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%81%99+%E9%95%B7%E4%B9%85%E6%89%8B%E5%BA%97&lr=lang_ja
https://store-tsutaya.tsite.jp/storelocator/detail/4489.html
https://store.kinokuniya.co.jp/store/nagoya-airport-store/?type=details
https://store-tsutaya.tsite.jp/storelocator/detail/4466.html
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A4%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF+%E5%AE%87%E5%9C%9F%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E5%BA%97&lr=lang_ja

