
北海道地区
都道府県 書店名

北海道 宮脇書店　帯広店

北海道 コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店

北海道 紀伊國屋書店　札幌本店

北海道 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　札幌店

北海道 コーチャンフォー　旭川店

北海道 ジュンク堂書店　旭川店

北海道 スーパーブックス札幌弘栄堂書店パセオ西店

北海道 江別　蔦屋書店

東北地区
都道府県 書店名

青森県 ＮＥＴ２１伊吉書院類家店

青森県 本のよしのや　ラ・セラ東バイパス店

青森県 さわや書店　ラビナ店

岩手県 東山堂　肴町本店

岩手県 東山堂　川徳店

岩手県 蔦屋書店　盛岡店

岩手県 東山堂　イオンモール前潟盛岡店

宮城県 金港堂　石巻店

ヨルシカ
コラボレーション限定カバー取扱店舗一覧

ヘミングウェイ『老人と海』／宮沢賢治『新編　風の又三郎』



山形県 八文字屋　長井店

山形県 戸田書店　三川店

福島県 岩瀬書店　富久山店プラスゲオ

福島県 文芸堂書店　相馬店

福島県 みどり書房　イオンタウン店

福島県 ヤマニ書房　ラトブ店

福島県 ジュンク堂書店　郡山店

福島県 岩瀬書店　ヨークベニマル福島西店

秋田県 ブックスモア　大館店

秋田県 ブックスモア　大曲店

山形県 八文字屋　本店

福島県 くまざわ書店　福島エスパル店

関東地区
都道府県 書店名

栃木県 うさぎや　作新学院前店

栃木県 くまざわ書店　アピタ宇都宮店

栃木県 落合書店　イトーヨーカドー店

栃木県 喜久屋書店　宇都宮店

群馬県 煥乎堂

群馬県 ブックマンズアカデミー　前橋店

群馬県 喜久屋書店　太田店

宮城県 紀伊國屋書店　仙台店

宮城県 未来屋書店　名取店

宮城県 宮脇書店　佐沼店

宮城県 くまざわ書店　エスパル仙台店

秋田県 宮脇書店　秋田本店



埼玉県 明文堂書店　川口末広店

埼玉県 東京旭屋書店　イオンモール浦和美園店

埼玉県 未来屋書店　羽生店

埼玉県 成文堂　南浦和店

埼玉県 くまざわ書店　鷲宮店

埼玉県 丸善　丸広百貨店飯能店

埼玉県 リブロ　ららぽーと富士見店

埼玉県 書泉芳林堂書店　エミオ狭山市店

埼玉県 ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽

埼玉県 須原屋　武蔵浦和店

埼玉県 くまざわ書店　宮原店

埼玉県 ｙｃｖｏｘ　ワカバウォーク店

埼玉県 くまざわ書店　蕨錦町店

群馬県 くまざわ書店　高崎店

埼玉県 三省堂書店　大宮店

埼玉県 パルコブックセンター　新所沢店

埼玉県 紀伊國屋書店　入間丸広店

埼玉県 博文堂書店　千間台店

千葉県 ブックマルシェ　我孫子店

千葉県 くまざわ書店　四街道店

千葉県 くまざわ書店　蘇我店

千葉県 ときわ書房　本店

千葉県 三省堂書店　カルチャーステーション千葉店

千葉県 未来屋書店　成田店

千葉県 ときわ書房　八千代台店

千葉県 丸善　舞浜イクスピアリ店



東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店

東京都 ブックエキスプレス東京駅京葉ストリート店

東京都 博文堂書店　田無店

東京都 オリオン書房　サザン店

東京都 八重洲ブックセンター　アリオ葛西店

東京都 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳＥＱＵｉＡ北千住中央

東京都 大盛堂書店　駅前店

東京都 八重洲ブックセンター　石神井公園店

東京都 ＮＥＴ２１恭文堂学芸大学店

東京都 くまざわ書店　桜ヶ丘店

東京都 ＢＯＯＫＣＯＭＰＡＳＳ　エキュート上野店

東京都 くまざわ書店　大泉学園店

東京都 有隣堂　グランデュオ蒲田店

千葉県 ときわ書房　本八幡スクエア店＋ＧＥＯ

千葉県 ジュンク堂書店　南船橋店

東京都 紀伊國屋書店　新宿本店

東京都 三省堂書店　神保町本店

東京都 竹島書店　江古田南口店

東京都 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＰＯＴ新宿

東京都 くまざわ書店　西新井店

東京都 有隣堂　セレオ八王子店

東京都 啓文堂書店　吉祥寺店

東京都 ブックファースト　自由が丘店

東京都 くまざわ書店　イトーヨーカドー大森店

東京都 くまざわ書店　武蔵小金井北口店

東京都 ＢＯＯＫＳキデイランド　亀有店



東京都 紀伊國屋書店　学習院大学ブックセンター

神奈川県 ブックポート２０３　鶴見店

神奈川県 有隣堂　ルミネ横浜店

神奈川県 スーパーブックス伊勢治書店ダイナシティ店

神奈川県 サクラ書店　駅ビル店

神奈川県 川上書店　ラスカ店

神奈川県 有隣堂　アトレ川崎店

神奈川県 Ｂｏｏｋプラザ文華堂

東京都 書泉芳林堂書店　高田馬場店

東京都 くまざわ書店　イーアス高尾店

東京都 有隣堂　ららぽーと立川立飛店

神奈川県 八重洲ブックセンター　京急上大岡店

神奈川県 くまざわ書店　相模大野店

東京都 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店

東京都 三省堂書店　アトレ秋葉原１

東京都 くまざわ書店　八王子南口店

東京都 三省堂書店　経堂店

東京都 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＨＩＢＵＹＡ

神奈川県 ブックポート２０３　大和店

神奈川県 有隣堂　武蔵小杉東急スクエア店

神奈川県 天一書房　瀬谷店

神奈川県 未来屋書店　相模原店

神奈川県 有隣堂　ラスカ小田原店

神奈川県 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店

神奈川県 ブックポート２０３　緑園店

神奈川県 有隣堂　テラスモール湘南店



新潟県 知遊堂　三条店

新潟県 文信堂書店　長岡店

新潟県 知遊堂　上越国府店

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　本店　本館

富山県 明文堂書店　富山新庄経堂店

富山県 紀伊國屋書店　富山店

石川県 金沢ビーンズ明文堂

神奈川県 紀伊國屋書店　西武東戸塚Ｓ．Ｃ．店

石川県 うつのみや　金沢工大前店

石川県 ツタヤブックストア　イオンモール白山

神奈川県 有隣堂　トレアージュ白旗店

神奈川県 有隣堂　ららぽーと海老名店

神奈川県 有隣堂　ららぽーと湘南平塚店

神奈川県 文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店

神奈川県 くまざわ書店　ジョイナステラス二俣川店

長野県 平安堂　座光寺店

長野県 平安堂　上田しおだ野店

長野県 宮脇書店　松本店

福井県 紀伊國屋書店　福井店

山梨県 ＢＯＯＫＳ　ＫＡＴＯＨ　富士吉田店

山梨県 天真堂書店　塩山店

山梨県 ＢＯＯＫＳ　ＫＡＴＯＨ　都留店

長野県 平安堂　上田店

中部地区
都道府県 書店名



静岡県 アマノ　入野店

静岡県 ＮＥＴ２１吉見書店長田店

静岡県 大垣書店　イオンモール富士宮店

静岡県 ＢＯＯＫＳえみたす　焼津店

静岡県 くまざわ書店　沼津店

静岡県 ひまわりＢＯＯＫＳ　函南店

愛知県 泰文堂　日比野本店

愛知県 未来屋書店　岡崎店

静岡県 戸田書店　富士宮店

静岡県 戸田書店　リブレ菊川店

静岡県 戸田書店　藤枝東店

愛知県 ジュンク堂書店　名古屋店

愛知県 本の王国　高蔵寺店

長野県 平安堂　伊那店

岐阜県 三省堂書店　岐阜店

岐阜県 未来屋書店　各務原店

岐阜県 大垣書店　岐阜高島屋店

静岡県 谷島屋　浜松本店

愛知県 丸善　ヒルズウォーク徳重店

愛知県 本の王国　岡崎店

三重県 別所書店　津駅店

愛知県 未来屋書店　ナゴヤドーム前店

愛知県 未来屋書店　新瑞橋店

愛知県 未来屋書店　熱田店

愛知県 ＭＡＲＵＺＥＮ　名古屋本店

愛知県 三省堂書店　名古屋本店



京都府 大垣書店　亀岡店

京都府 宮脇書店　綾部店

京都府 くまざわ書店　京都ポルタ店

京都府 大垣書店　イオンモール京都五条店

京都府 大垣書店　京都ヨドバシ店

京都府 ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店

大阪府 旭屋書店　梅田地下街店

大阪府 ヒバリヤ書店　本店

滋賀県 ジュンク堂書店　滋賀草津店

京都府 京都大学生協　書籍部ルネ

京都府 立命館生協ブックセンター　ふらっと

大阪府 田村書店　富田店

大阪府 紀伊國屋書店　梅田本店

三重県 丸善　四日市店

滋賀県 本のがんこ堂　石山駅前店

大阪府 紀伊國屋書店　堺北花田店

大阪府 未来屋書店　大日店

大阪府 丸善　八尾アリオ店

大阪府 紀伊國屋書店　泉北店

大阪府 ブックファースト　梅田２階店

大阪府 ジュンク堂書店　大阪本店

大阪府 宮脇書店　泉佐野店

大阪府 ブックファースト　なんばウォーク店

近畿地区
都道府県 書店名



大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ

大阪府 未来屋書店　りんくう泉南店

兵庫県 ジュンク堂書店　神戸住吉店

兵庫県 紀伊國屋書店　加古川店

兵庫県 宮脇書店　神戸北店

兵庫県 うかいや書店　太子南店

兵庫県 喜久屋書店　豊岡店

兵庫県 ジュンク堂書店　姫路店

大阪府 紀伊國屋書店　グランフロント大阪店

大阪府 ジュンク堂書店　近鉄あべのハルカス店

大阪府 ジュンク堂書店　松坂屋高槻店

兵庫県 ＮＥＴ２１宝塚サンクスソリオ店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高砂米田店

大阪府 ブックファースト　野田アプラ店

大阪府 ジュンク堂書店　難波店

大阪府 リブロ　なんばウォーク店

大阪府 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店

大阪府 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店

和歌山県 本と文具ツモリ　西部店

和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡＷＡＹガーデンパーク和歌山

兵庫県 ふたば書房　つかしん店

兵庫県 ブックスタジオ　姫路店

兵庫県 くまざわ書店　コロワ甲子園店

奈良県 啓林堂書店　郡山店

奈良県 啓林堂書店　奈良店



岡山県 喜久屋書店　倉敷店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大安寺店

岡山県 啓文社　岡山本店

岡山県 ブックフォーラム喜久屋書店　津山店

広島県 紀伊國屋書店　広島店

広島県 紀伊國屋書店　ゆめタウン広島店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東広島店

広島県 ＭＡＲＵＺＥＮ　広島店

島根県 ブックセンタージャスト　高津店

島根県 今井書店　出雲店

岡山県 紀伊國屋書店　クレド岡山店

広島県 紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店

広島県 エディオン　蔦屋家電

島根県 ブックセンタージャスト　浜田店

島根県 ブックセンターコスモ　出雲店

愛媛県 ジュンク堂書店　松山店

愛媛県 宮脇書店　イオンモール今治新都市店

高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店

山口県 くまざわ書店　下関店

徳島県 附家書店　松茂店

香川県 宮脇書店　本店

香川県 宮脇書店　南本店

香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　西宝店

中国・四国地区
都道府県 書店名



福岡県 蔦屋書店　イオンモール筑紫野

福岡県 福岡金文堂　行橋店

福岡県 丸善　博多店

福岡県 福家書店　福岡木の葉モール橋本店

福岡県 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＨＡＫＡＴＡ

佐賀県 紀伊國屋書店　佐賀店

佐賀県 宮脇書店　佐賀本店

長崎県 好文堂書店

福岡県 くまざわ書店　若松店

福岡県 フタバ図書　ツタヤ　ＴＥＲＡイオン福岡店

福岡県 未来屋書店　直方店

熊本県 金龍堂　まるぶん店

大分県 ジュンク堂書店　大分店

福岡県 Ａ’ＢＯＯＫ　穂波店

福岡県 福岡金文堂　姪浜店

鹿児島県 ブックスミスミ　オプシア店

沖縄県 くまざわ書店　那覇店

沖縄県 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＯＫＩＮＡＷＡ

大分県 くまざわ書店　大分店

大分県 紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店

宮崎県 田中書店　妻ヶ丘本店

宮崎県 田中書店　イオンモール都城駅前店

鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　霧島

九州・沖縄地区
都道府県 書店名


