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6/23（水）発売『火のないところに煙は』（新潮文庫）サイン本書店リスト 

 

*数に限りがあります。 

*書店店頭に並ぶ日時は各書店によって異なることがあります。 

*以下はサイン本書店として公開することをご了承いただいた書店の一覧です。（順不同） 

 

【北海道】 

MARUZEN＆ジュンク堂書店 札幌店 コーチャンフォー 新川通り店 

コーチャンフォー ミュンヘン大橋店 コーチャンフォー 美しが丘店 

コーチャンフォー 旭川店 文教堂 札幌大通駅店 

コーチャンフォー 釧路店 コーチャンフォー 北見店 

未来屋書店 桑園店 喜久屋書店 帯広店 

 

【青森県】 

ＮＥＴ２１伊吉書院西店 

 

【岩手県】 

蔦屋書店 盛岡店 

 

【宮城県】 

丸善 仙台アエル店 くまざわ書店 エスパル仙台店 

紀伊國屋書店 仙台店 八文字屋書店 セルバ店 

あゆみＢｏｏｋｓ 仙台一番町店 未来屋書店 名取店 

八文字屋書店 泉店 宮脇書店 佐沼店 

 

【秋田県】 

未来屋書店 秋田店 加賀谷書店 茨島店 

宮脇書店 秋田本店 

 

【山形県】 

みずほ八文字屋 戸田書店 三川店 

 

【福島県】 

岩瀬書店 富久山店プラスゲオ ジュンク堂書店 郡山店 
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【茨城県】 

未来屋書店 つくば店 

 

【栃木県】 

ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ さくら店 うさぎや 自治医大店 

 

【群馬県】 

ブックマンズアカデミー 前橋店 

 

【埼玉県】 

東京旭屋書店 新越谷店 須原屋 武蔵浦和店 

蔦屋書店 フォレオ菖蒲店 くまざわ書店 宮原店 

東京旭屋書店 志木店 ブックコンパス エキュート大宮ノース店 

ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽 くまざわ書店 アズセカンド店 

文教堂書店 川口駅店 未来屋書店 羽生店 

丸善 桶川店 

 

【千葉県】 

くまざわ書店 ペリエ千葉本店 丸善 津田沼店 

くまざわ書店 松戸店 くまざわ書店 津田沼店 

喜久屋書店 松戸店 ブックマルシェ 津田沼店 

 

【東京都】 

ジュンク堂書店 池袋本店 三省堂書店 池袋本店 

丸善 丸の内本店 明正堂 アトレ上野店 

書泉芳林堂書店 高田馬場店 啓文堂書店 渋谷店 

オリオン書房 ルミネ立川店 くまざわ書店 錦糸町店 

くまざわ書店 池袋店 有隣堂 ヨドバシＡＫＩＢＡ店 

八重洲ブックセンター ルミネ荻窪店 ＴＳＵＴＡＹＡ 三軒茶屋店 

有隣堂 セレオ八王子店 オリオン書房 ノルテ店 

有隣堂 町田モディ店 ブックファースト ルミネ町田店 

くまざわ書店 武蔵小金井北口店 オリオン書房 イオンモールむさし村山店 

くまざわ書店 桜ヶ丘店 コーチャンフォー 若葉台店 

文教堂書店 西葛西店 東京旭屋書店 アトレヴィ大塚店 

スーパーブックス 芳進堂 ラムラ店 書泉ブックタワー 
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BOOKCOMPASS エキュート東京店 三省堂書店 アトレ秋葉原１ 

くまざわ書店 品川店 くまざわ書店 グランデュオ蒲田店 

紀伊國屋書店 笹塚店 二子玉川 蔦屋家電 

久美堂 本店 博文堂書店 田無店 

紀伊國屋書店 笹塚店 二子玉川 蔦屋家電 

くまざわ書店 西新井店 くまざわ書店 浅草店 

文教堂書店 大崎店 あゆみＢｏｏｋｓ 杉並店 

紀伊國屋書店 吉祥寺東急店 ＮＥＴ２１隆文堂 西国分寺店 

野崎書林 リブロ ひばりが丘店 

 

【神奈川県】 

有隣堂 ルミネ横浜店 紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店 

有隣堂 新百合ヶ丘エルミロード店 有隣堂 本店 

文教堂 横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店 有隣堂 ラスカ小田原店 

有隣堂 厚木店 アシーネ 金沢八景店 

くまざわ書店 さぎ沼店 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 橋本店 

くまざわ書店 本厚木店 有隣堂 ららぽーと海老名店 

スーパーブックス伊勢治書店ダイナシティ店 

 

【新潟県】 

文信堂書店 長岡店 知遊堂 三条店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 春日井店 未来屋書店 新潟南店 

知遊堂 亀貝店 戸田書店 長岡店 

知遊堂 上越国府店 

 

【富山県】 

紀伊國屋書店 富山店 明文堂書店 富山新庄経堂店 

文苑堂書店 福田本店 

 

【石川県】 

金沢ビーンズ明文堂 明文堂書店 TSUTAYA 金沢野々市店 

うつのみや 金沢香林坊店 

 

【福井県】 

紀伊國屋書店 福井店 
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【山梨県】 

朗月堂 本店 

 

【長野県】 

平安堂 若槻店 

 

【岐阜県】 

三省堂書店 岐阜店 カルコス 本店 

カルコス 各務原店 三洋堂書店 各務原店 

 

【静岡県】 

谷島屋 浜松本店 谷島屋 パルシェ店 

谷島屋 ららぽーと沼津店 谷島屋 サンストリート浜北店 

マルサン書店 仲見世店 谷島屋 富士店 

ＢＯＯＫＳえみたす 焼津店 アマノ 有玉店 

 

【愛知県】 

三省堂書店 名古屋本店 ＭＡＲＵＺＥＮ 名古屋本店 

ジュンク堂書店 名古屋栄店 紀伊國屋書店 mozo ワンダーシティ店 

精文館書店 新豊田店 紀伊國屋書店 プライムツリー赤池店 

三洋堂書店 大田川店 本の王国 高蔵寺店 

三洋堂書店 半田店 三洋堂書店 乙川店 

星野書店 近鉄パッセ店 ジュンク堂書店 名古屋店 

くまざわ書店 名古屋セントラルパーク店 未来屋書店 ナゴヤドーム前店 

ＯＶＡ 名駅店 三洋堂書店 新開橋店 

未来屋書店 熱田店 未来屋書店 ナゴヤドーム前店 

くまざわ書店 名古屋セントラルパーク店 未来屋書店 名古屋茶屋店 

名古屋みなと 蔦屋書店 名古屋みなと 蔦屋書店 

丸善 ヒルズウォーク徳重店 三洋堂書店 よもぎ店 

未来屋書店 岡崎店 ＴＳＵＴＡＹＡ 瀬戸店 

 

【三重県】 

コメリ書房 鈴鹿店 丸善 四日市店 
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【滋賀県】 

ジュンク堂書店 滋賀草津店 

 

【京都府】 

ＭＡＲＵＺＥＮ 京都本店 ふたば書房 山科駅前店 

アバンティブックセンター 洛北店 同志社生協 書籍部今出川店 

大垣書店 烏丸三条店 大垣書店 京都ヨドバシ店 

 

【大阪府】 

紀伊國屋書店 梅田本店 ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店 

ジュンク堂書店 大阪本店 ジュンク堂書店 天満橋店 

紀伊國屋書店 京橋店 水嶋書房 くずは駅店 

大垣書店 イオンモール堺鉄砲町店 ブックファースト 梅田２階店 

TSUTAYAららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 枚方 蔦屋書店 

ブックファースト なんばウォーク店 未来屋書店 大日店 

未来屋書店 りんくう泉南店 

 

【兵庫県】 

ジュンク堂書店 三宮店 ジュンク堂書店 姫路店 

未来屋書店 姫路大津店 ふたば書房 つかしん店 

ＦＵＴＡＢＡ＋プリコ垂水店 ジュンク堂書店 三宮駅前店 

ブックファースト 西宮店 ブックスタジオ 姫路店 

 

【奈良県】 

ジュンク堂書店 奈良店 啓林堂書店 学園前店 

 

【和歌山県】 

くまざわ書店 和歌山ＭＩＯ店 TSUTAYAWAY ガーデンパーク和歌山 

 

【鳥取県】 

今井書店 錦町店 本の学校 今井ブックセンター 

今井書店 吉成店 

 

【島根県】 

今井書店 木次マルシェリーズ店 今井書店 ゆめタウン浜田店 
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今井書店 出雲店 今井書店グループセンター店 

 

【岡山県】 

丸善 さんすて岡山店 喜久屋書店 倉敷店 

啓文社 岡山本店 

 

【広島県】 

紀伊國屋書店 広島店 ＭＡＲＵＺＥＮ 広島店 

紀伊國屋書店 ゆめタウン広島店 啓文社 ポートプラザ店 

 

【香川県】 

宮脇書店 総本店 宮脇書店 本店 

 

【愛媛県】 

ジュンク堂書店 松山店 

 

【高知県】 

高知 蔦屋書店 ＴＳＵＴＡＹＡ 中万々店 

金高堂 

 

【福岡県】 

丸善 博多店 紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店 

ブックセンタークエスト 小倉本店 くまざわ書店 小倉店 

喜久屋書店 小倉店 未来屋書店 福津店 

フタバ図書 ＴＥＲＡイオンモール福岡店 ＴＳＵＴＡＹＡ 和白店 

ブックセンタークエスト エマックス久留米 未来屋書店 直方店 

 

【佐賀県】 

紀伊國屋書店 佐賀店 

 

【熊本県】 

蔦屋書店 嘉島 金龍堂 まるぶん店 

蔦屋書店 熊本三年坂 
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【大分県】 

ジュンク堂書店 大分店 紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店 

 


