
【関西】
滋賀県大津市　大垣書店フォレオ大津一里山店様
滋賀県大津市　本のがんこ堂石山駅前店様
滋賀県草津市　喜久屋書店草津店様
滋賀県草津市　HYPER BOOKS 駒井沢店様
京都府京都市　丸善京都本店様
京都府京都市　大垣書店イオンモール京都桂川店様
京都府福知山市　TSUTAYA AVIX 福知山店様
奈良県橿原市　喜久屋書店 橿原店様
大阪府大阪市　清風堂書店梅田店様
大阪府大阪市　喜久屋書店漫画館阿倍野店様
大阪府大阪市　ブックスタジオ大阪店様
大阪府大阪市　ジュンク堂難波店様
大阪府大阪市　ジュンク堂書店大阪本店様
大阪府大阪市　ジュンク堂書店天満橋店様
大阪府大阪市　紀伊國屋書店グランフロント店様
大阪府大阪市　MARUZEN& ジュンク堂書店梅田店様
大阪府大阪市　旭屋書店なんば CITY 店様
大阪府高槻市　大垣書店高槻店様
大阪府豊中市　ブックファースト蛍池店様
大阪府八尾市　丸善八尾アリオ店様
大阪府堺市　　 紀伊國屋書店堺北花田店様
兵庫県芦屋市　ジュンク堂書店芦屋店様
兵庫県尼崎市　Books Kiosk 尼崎店様
兵庫県西宮市　ジュンク堂書店西宮店様
兵庫県神戸市　アニメイト三宮店様
兵庫県神戸市　ジュンク堂書店三宮店様
兵庫県神戸市　ジュンク堂書店三宮駅前店様
兵庫県神戸市　大垣書店神戸ハーバーランド umie 店様
兵庫県加古川市　紀伊國屋書店加古川店様
兵庫県明石市　ジュンク堂書店明石店様
兵庫県姫路市　喜久屋書店姫路店様
兵庫県姫路市　ジュンク堂書店姫路店様
兵庫県姫路市　アニメイト姫路店
兵庫県姫路市　喜久屋書店花田店様
和歌山県橋本市　ツモリ西部店様

【九州・沖縄】
福岡県北九州市　喜久屋書店小倉店様
福岡県北九州市　喜久屋書店 小倉南店様
福岡県北九州市　未来屋書店八幡東店様
福岡県北九州市　白石書店本店様
福岡県福岡市　紀伊國屋書店福岡本店様
福岡県福岡市　ジュンク堂書店福岡店様
福岡県福岡市　丸善博多店様
福岡県福岡市　積文館書店天神地下街店様
福岡県行橋市　福岡金文堂行橋店様
福岡県筑紫野市　積文館書店ゆめタウン筑紫野店様
福岡県糟屋郡　フタバ図書 TERA イオンモール福岡店様
佐賀県佐賀市　紀伊國屋書店佐賀店様
熊本県熊本市　蔦屋書店 熊本三年坂店様
熊本県天草市　ブックスまるぶんイオン天草店様
大分県中津市　明屋書店中央町店様
長崎県長崎市　TSUTAYA 遊ＩＮＧ浜町店様
長崎県長崎市　メトロ書店本店様
長崎県諫早市　ブックマート諫早店様
鹿児島県鹿児島市　ジュンク堂書店鹿児島店様
鹿児島県鹿児島市　丸善天文館店様
沖縄県那覇市　ジュンク堂書店那覇店様

【北海道】
北海道札幌市　MARUZEN ＆ジュンク堂書店札幌店様
北海道札幌市　紀伊國屋書店札幌本店様
北海道札幌市　文教堂書店札幌大通駅店様
北海道帯広市　喜久屋書店帯広店様
北海道帯広市　岡書西帯店様
北海道旭川市　ジュンク堂書店旭川店様
 

【東北】
青森県八戸市　伊吉書院 類家店様
青森県八戸市　伊吉書院 西店様
秋田県由利本荘市　ミライア本荘店様
秋田県秋田市　加賀谷書店茨島店様
秋田県秋田市　ジュンク堂書店秋田店様
宮城県仙台市　喜久屋書店仙台店様
宮城県石巻市　ヤマト屋書店 TSUTAYA 中里店様
山形県山形市　アニメイト山形店様
福島県郡山市　みどり書房 MEDIA PARK MIDORI 桑野店様
岩手県盛岡市　ジュンク堂書店盛岡店様
岩手県釜石市　さわや書店イオンタウン釜石店様

【東京都】
東京都足立区　ブックファーストルミネ北千住店様
東京都北区　文教堂赤羽店様
東京都千代田区　書泉グランデ様
東京都千代田区　丸善丸の内本店様
東京都千代田区　書泉ブックタワー様
東京都千代田区　アニメイト秋葉原本館店様
東京都千代田区　有隣堂 ヨドバシ AKIBA 店様
東京都渋谷区　アニメイト渋谷店様
東京都渋谷区　SHIBUYA TSUTAYA 店様
東京都新宿区　ブックファースト新宿店様
東京都新宿区　福家書店新宿サブナード店様
東京都新宿区　芳林堂書店高田馬場店様
東京都世田谷区　TSUTAYA 三軒茶屋店様
東京都世田谷区　文教堂書店二子玉川店様
東京都大田区　有隣堂グランデュオ蒲田店様
東京都豊島区　ジュンク堂書店池袋本店様
東京都豊島区　アニメイト池袋本店様
東京都豊島区　コミックとらのあな池袋店様
東京都杉並区　今野書店コミック店様
東京都立川市　オリオン書房ルミネ店様
東京都立川市　ジュンク堂書店立川高島屋店様
東京都八王子市　くまざわ書店八王子店様
東京都府中市　啓文堂書店府中本店様
東京都町田市　アニメイト町田店様
東京都東久留米市　野崎書林様
東京都西東京市　博文堂書店田無店様
東京都武蔵野市　アニメイト吉祥寺パルコ様
東京都武蔵野市　ジュンク堂書店吉祥寺店様
東京都武蔵野市　ブックスルーエ様
東京都多摩市　丸善多摩センター店様

【北陸・甲信越】
長野県松本市　文教堂書店松本店様
長野県長野市　平安堂長野店様
長野県安曇野市　平安堂あずみ野店様
長野県飯田市　平安堂座光寺店様
富山県富山市　紀伊國屋書店富山店様
富山県高岡市　喜久屋書店高岡店様
富山県高岡市　文苑堂 TSUTAYA 清水町店様
富山県高岡市　文苑堂書店福田本店様
富山県魚津市　文苑堂書店魚津サンプラザ店様
新潟県長岡市　文信堂書店長岡店様
新潟県三条市　知遊堂三条店様
新潟県上越市　知遊堂上越国府店様
石川県金沢市　ブック宮丸金沢南店様
石川県野々市市　うつのみや上林店様

【東海】
静岡県沼津市　マルサン書店駅北店様
静岡県静岡市　MARUZEN& ジュンク堂新静岡店様
静岡県静岡市　谷島屋流通通り店様
静岡県焼津市　BOOKS えみたす焼津店様
静岡県浜松市　谷島屋浜松本店様
静岡県湖西市　明屋書店イケヤ湖西店様
静岡県駿東郡　マルサン書店サントムーン店様
愛知県岡崎市　TSUTAYA いまじん白揚岡崎インター店様
愛知県岡崎市　TSUTAYA ウィングタウン岡崎店様
愛知県岡崎市　鎌倉文庫岡崎南店様
愛知県大府市　滝書店様
愛知県名古屋市　星野書店近鉄ビル店様
愛知県名古屋市　TSUTAYA いまじん白揚バロー戸田店様
愛知県春日井市　TSUTAYA いまじん白揚春日井店様
愛知県瀬戸市　TSUTAYA いまじん白揚瀬戸店様
愛知県一宮市　宮脇書店尾西店様
岐阜県大垣市　TSUTAYA いまじん白揚大垣店様
岐阜県岐阜市　丸善岐阜店様
岐阜県大垣市　喜久屋書店大垣店様
三重県四日市市　TSUTAYA いまじん白揚四日市店様
三重県四日市市　TSUTAYA いまじん白揚笹川店様
三重県鈴鹿市　TSUTAYA いまじん白揚鈴鹿中央通店様
三重県伊勢市　TSUTAYA ミタス伊勢店様
三重県津市　宮脇書店津ハッピーブックス店様

【中国・四国】
岡山県岡山市　紀伊國屋書店クレド岡山店様
岡山県岡山市　丸善シンフォニービル店様
岡山県岡山市　啓文社岡山本店様
岡山県倉敷市　喜久屋書店漫画館倉敷店様
広島県福山市　啓文社ポートプラザ店様
広島県福山市　啓文社コア春日店様
広島県福山市　啓文社コア神辺店様
広島県広島市　ジュンク堂書店広島駅前店様
広島県広島市　丸善広島店様
広島県安芸郡　フタバ図書 TSUTAYA TERA 広島府中店様
山口県下関市　明屋書店 MEGA 新下関店様
島根県出雲市　ブックセンターコスモ出雲店様
島根県出雲市　今井書店出雲店様
島根県浜田市　ブックセンタージャストプラスゲオ浜田店様
島根県益田市　ブックセンタージャスト高津店様
鳥取県境港市　宮脇書店境港店様
鳥取県鳥取市　ブックセンターコスモ吉万店様
鳥取県鳥取市　今井書店湖山メディア館店様
香川県高松市　宮脇書店本店様
香川県高松市　宮脇書店南本店様
高知県高知市　アニメイト高知店様
高知県高岡郡　とまと書房佐川店様
高知県南国市　TSUTAYA 南国店様
徳島県徳島市　小山助学館本店様

【関東】
栃木県宇都宮市　喜久屋書店宇都宮店様
栃木県さくら市　ビッグワン TSUTAYA さくら店様
茨城県水戸市　川又書店エクセル店様
茨城県稲敷市　未来屋書店西代店様
茨城県鹿嶋市　TSUTAYA 鹿嶋宮中店様
群馬県高崎市　くまざわ書店イーサイト高崎店様
千葉県松戸市　良文堂書店松戸店様
千葉県千葉市　三省堂書店カルチャーステーション千葉様
千葉県千葉市　アニメイト千葉店様
千葉県習志野市　丸善津田沼店様
千葉県習志野市　くまざわ書店津田沼店様
千葉県船橋市　BOOK EXPRESS ペリエ西船橋様
千葉県船橋市　ときわ書房イトーヨーカドー船橋店様
千葉県市川市　ときわ書房本八幡スクエア店プラスＧＥＯ店様
千葉県八千代市　ときわ書房八千代台店様
埼玉県さいたま市　ジュンク堂書店大宮高島屋店様
埼玉県さいたま市　三省堂書店大宮店様
埼玉県さいたま市　ブックデポ書楽様
埼玉県さいたま市　アニメイト大宮店様
埼玉県さいたま市　紀伊國屋書店浦和パルコ店様
埼玉県川越市　　紀伊國屋書店川越店様
埼玉県越谷市　博文堂書店千間台店様
埼玉県越谷市　宮脇書店越谷店様
埼玉県浦和市　須原屋本店様
埼玉県朝霞市　文教堂書店朝霞マルエツ店様
埼玉県川口市　文教堂書店川口駅店様
埼玉県桶川市　丸善桶川店様
神奈川県厚木市　有隣堂厚木店様
神奈川県海老名市　有隣堂ららぽーと海老名店様
神奈川県海老名市　三省堂書店海老名店様
神奈川県横浜市　有隣堂戸塚モディ店様
神奈川県横浜市　有隣堂横浜駅西口コミック王国様
神奈川県横浜市　アニメイト横浜ビブレ店様
神奈川県横浜市　紀伊國屋書店横浜店様
神奈川県横浜市　ブックファーストモザイクモール港北店様
神奈川県藤沢市　有隣堂藤沢店様
神奈川県藤沢市　ジュンク堂書店藤沢店様
神奈川県藤沢市　有隣堂テラスモール湘南店様
神奈川県横須賀市　くまざわ書店横須賀店様
神奈川県川崎市　有隣堂アトレ川崎店様
神奈川県川崎市　有隣堂 新百合ヶ丘エルミロード店様
神奈川県川崎市　文教堂溝ノ口駅前店様
神奈川県川崎市　文教堂書店溝ノ口本店様
神奈川県大和市　未来屋書店大和鶴間店様
神奈川県大和市　くまざわ書店大和店様
山梨県甲府市　ジュンク堂書店岡島甲府店様
山梨県中央市　戸田書店山梨中央店様

※ペーパー配布終了の際はご容赦下さい。
※店舗都合により取扱が無い場合が御座います。
※店舗都合により取扱開始時期が異なる場合が御座います。
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shinkosha   　  chocolat bunko

過去のないαと
未来のないΩの永遠
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◆協力書店様
・共通書き下ろしＳＳ付き (配布終了の際はご了承ください )

◆ホーリンラブブックス・まんが王様
・協力書店ペーパー＋表紙イラストプロマイド

◆電子書店様
・書き下ろしＳＳが付きます（販売時期が異なります）

詳しくはショコラ web まで


