
別紙

市区町村 店名 所在地 電話番号

岡山市北区 ローソンポプラ　岡山県庁店 岡山市北区内山下2-4-6 086-803-3116

岡山市北区 TSUTAYA BOOKSTORE 岡山駅前店 岡山市北区駅前町1-8-18 086-238-3535

岡山市北区 TSUTAYA　大安寺店 岡山市北区野殿西町329-1 086-253-1717

岡山市北区 TSUTAYA　十日市店 岡山市北区岡南町2-299-1 086-233-0950

岡山市北区 TSUTAYA　津島モール店 岡山市北区津島南1-2-7 086-251-9292

岡山市北区 うさぎや　岡山店 岡山市北区今8-15-28 086-243-8989

岡山市北区 啓文社  岡山本店 岡山市北区下中野377-1 086-805-1123

岡山市北区 泰山堂書店　鹿田店 岡山市北区鹿田町1-6-12 086-226-3211

岡山市北区 ホームセンタータイム　一宮店 岡山市北区楢津574-1 086-284-9232

岡山市北区 ホームセンタータイム　大安寺店 岡山市北区野殿西町418-1 086-214-2338

岡山市北区 郁文堂書店 岡山市北区平野920 086-897-6766

岡山市北区 岡山大学生協ブックストア 岡山市北区津島中3-1-1 086-256-4100

岡山市北区 丸善　さんすて岡山店 岡山市北区駅元町1－1 086-230-3001

岡山市北区 丸善　シンフォニービル店 岡山市北区表町1-5-1 086-233-4640

岡山市北区 紀伊国屋書店　エブリイ津高店 岡山市北区横井上83-3 086-251-6811

岡山市北区 紀伊国屋書店　クレド岡山店 岡山市北区中山下1-8-45 086-212-2551

岡山市北区 宮脇書店  岡山本店 岡山市北区今3-23-103 086-242-2188

岡山市北区 宮脇書店　岡北店 岡山市北区中井町2-2-7 086-201-2501

岡山市北区 研文館  吉田書店 岡山市北区伊島町1-4-3 086-236-8880

岡山市北区 東急ハンズ 岡山店 岡山市北区下石井1-2-1 086-801-0109

岡山市北区 本の森セルバ  ブランチ北長瀬店 岡山市北区北長瀬表町2-17-80 086-250-4301

岡山市北区 本の森セルバ 西口店 岡山市北区奉還町2-4-16 086-250-4301

岡山市北区 未来屋書店 岡山市北区下石井1-2-1 086-803-5571

岡山市北区 ジュンテンドー　吉備津店 岡山市北区吉備津1385 086-287-9027

岡山市北区 ジュンテンドー　御津店 岡山市北区御津宇垣1461-1 086-724-9211

岡山市北区 ジュンテンドー　津高店 岡山市北区津高375 086-251-9021

岡山市中区 TSUTAYA AZ  平井店 岡山市中区平井7-18-16 086-274-6200

岡山市中区 TSUTAYA　高屋店 岡山市中区高屋50 086-270-4141

岡山市中区 うさぎや　岡山東店 岡山市中区浜2-4-17 086-271-8989

岡山市中区 ホームセンタータイム　高屋店 岡山市中区兼基63 086-278-1511

岡山市中区 ホームセンタータイム　平井店 岡山市中区平井6-7-1 086-270-2233

岡山市中区 宮脇書店  原尾島店 岡山市中区原尾島１-6-20 086-238-5722

岡山市中区 宮脇書店  東岡山店 岡山市中区乙多見95-1 086-279-3988

岡山市中区 ジュンテンドー　原尾島店 岡山市中区原尾島4-500-2 086-271-9031

岡山市東区 広谷屋書店 岡山市東区西大寺中2-11-1 086-943-7788

岡山市東区 宮脇書店  平島店 岡山市東区東平島1001-1 086-230-2007

岡山市東区 宮脇書店  ゆめタウン平島店 岡山市東区東平島163 086-297-5678

岡山市東区 天満屋ｽﾄｱ 西大寺店（書籍売場） 岡山市東区西大寺南1-2-5 086-942-0111

岡山市東区 ジュンテンドー　岡山神崎店 岡山市東区神崎町90 086-946-9173

岡山市南区 TSUTAYA AZ　岡南店 岡山市南区築港新町2-1-15 086-263-9154

岡山市南区 TSUTAYA　古新田店 岡山市南区古新田1247-1 086-281-2393

岡山市南区 うさぎや　岡南店 岡山市南区千鳥町1-17 086-262-8989

岡山市南区 ホームセンタータイム　西市店 岡山市南区西市552−１ 086-241-5055

岡山市南区 宮脇書店　Pモール藤田店 岡山市南区藤田560-209 086-296-0003

岡山市南区 天満屋ｽﾄｱ 岡南店（書籍売場） 岡山市南区築港新町1-18-15 086-264-6111

岡山市南区 ジュンテンドー　妹尾店 岡山市南区妹尾862-1 086-281-9011

倉敷市 TSUTAYA AZ　玉島店 倉敷市玉島1651-1 086-525-1311

倉敷市 TSUTAYA　中島店 倉敷市中島2236-103 086-460-3939

倉敷市 TSUTAYA　中庄店 倉敷市平田936-1 086-435-1155

倉敷市 TSUTAYA　水島店 倉敷市北畝5-685-1 086-456-6965

倉敷市 うさぎや　倉敷店 倉敷市笹沖508 086-421-8989
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倉敷市 うさぎや　倉敷西店 倉敷市西阿知町362-1 086-465-8000

倉敷市 ブックプラザ　ＡＺ茶屋町店 倉敷市茶屋町601-2 086-420-0205

倉敷市 ホームセンタータイム　児島店 倉敷市児島小川町3681-1 086-474-3003

倉敷市 ホームセンタータイム　中庄店 倉敷市松島1137-1 086-462-0880

倉敷市 喜久屋書店  倉敷店 倉敷市水江１番地 086-430-5450

倉敷市 愛文社  阿知店 倉敷市阿知2－21－11 086-422-0126

倉敷市 宮脇書店  今城玉島店 倉敷市玉島爪崎981-1 086-523-1724

倉敷市 宮脇書店  連島店 倉敷市連島町連島452-1 086-440-5226

倉敷市 宮脇書店  ゆめタウン倉敷店 倉敷市笹沖1274-1 086-430-6570

倉敷市 宮脇書店  笹沖店 倉敷市笹沖4-1 086-697-6001

倉敷市 宮脇書店  児島店 倉敷市児島駅前2-35 086-473-4176

倉敷市 宮脇書店  倉敷マスカット店 倉敷市松島1154－2 086-461-2122

倉敷市 宮脇書店  倉敷店 倉敷市下庄字江叉646-1 086-463-3124

倉敷市 宮脇書店　アリオ倉敷店 倉敷市寿町12-2 086-441-1616

倉敷市 宮脇書店　マルナカ中島店 倉敷市中島2780-1 086-466-4405

倉敷市 宮脇書店　倉敷駅ビル店 倉敷市阿知1-1-1 086-441-1930

倉敷市 今城盛文堂 倉敷市玉島中央町2-3-6 086-522-4411

倉敷市 泰山堂書店  川崎医大店 倉敷市松島577 086-462-2822

倉敷市 ジュンテンドー　茶屋町店 倉敷市茶屋町234 086-420-0018
倉敷市 コメリハード＆グリー真備店 岡山県倉敷市真備町有井100-13 086-697-1285

津山市 TSUTAYAブックス　ウエストランド店 津山市二宮71 0868-28-1596

津山市 喜久屋書店  津山店 津山市小原129-3 0868-35-3700

津山市 柿木書店 津山市元魚町22 0868-22-5669

津山市 津山ブックセンター　本店 津山市河辺1150-8 0868-26-4047

津山市 ジュンテンドー　津山店 津山市上河原213-2 0868-31-7176
津山市 コメリパワー津山店 岡山県津山市平福字六反田15-1 0868-28-7821
津山市 コメリハード＆グリー津山東一宮店 岡山県津山市東一宮14-2 0868-27-7361

玉野市 TSUTAYA AZ 玉野店 玉野市宇野1-11-1 0863-33-7177

玉野市 興文社 玉野市築港1-4-3 0863-31-5151

玉野市 天満屋ｽﾄｱ 玉野店 玉野市宇野1-38-1 0863-31-6111

笠岡市 TSUTAYA　笠岡富岡店 笠岡市富岡233-1 0865-69-7501

笠岡市 ブックセンター　アイランド　 笠岡市三番町6-10 0865-63-1550

笠岡市 宮脇書店　笠岡店 笠岡市入江56-2 0865-67-9054

井原市 TSUTAYA　井原店 井原市高屋町3-24-2 0866-67-3110

総社市 TSUTAYA 総社東店 総社市井手1257 0866-93-5544

総社市 カワハラ書店 総社市門田187 0866-93-8121

総社市 宮脇書店　総社店 総社市井手1049-1 0866-92-9229

総社市 荒木書店 総社市中央3-2-114 0866-93-0061

高梁市 開進堂書店　高梁店 高梁市落合町阿部1700 0866-22-8102

高梁市 蔦谷書店　高梁市図書館 高梁市旭町1306 0866-22-8000

高梁市 ジュンテンドー　高梁店 高梁市中原町1451-1 0866-21-0028

新見市 宮脇書店　サンパーク新見店 新見市正田字橋ノ本433-6 0867-72-2032

新見市 ジュンテンドー　新見店 新見市正田433-6 0867-71-0028

備前市 宮脇書店   備前店 備前市伊部2392 0869-64-4034

瀬戸内市 ホームセンタータイム　長船店 瀬戸内市長船町福岡1165-1 0869-26-8650

瀬戸内市 宮脇書店   邑久店 瀬戸内市邑久町尾張268 0869-22-9300

赤磐市 TSUTAYA 山陽店 赤磐市下市413-1 086-955-9933

赤磐市 ブックス　ならはら 赤磐市周匝688-1 086-954-2105

赤磐市 ホームセンタータイム　山陽店 赤磐市上市180-1 086-955-3411

赤磐市 ジュンテンドー　吉井店 赤磐市周匝733-1 086-954-9011

真庭市 津山ブックセンター　真庭店 真庭市惣151-1 0867-42-4408
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真庭市 ジュンテンドー　落合店 真庭市下方1252-1 0867-52-3701

真庭市 コメリハード＆グリー岡山落合店 岡山県真庭市栗原1443-4 0867-54-7771

真庭市 コメリハード＆グリー岡山勝山店 岡山県真庭市勝山1341-1 0867-44-5550

真庭市 コメリハード＆グリー蒜山店 岡山県真庭市蒜山上長田312 0867-66-7355

浅口市 ブックハウス　隆泉堂 浅口市鴨方町六条院中3542-2 0865-44-3061

浅口市 宮脇書店 鴨方店 浅口市鴨方町鴨方950-2 0865-45-8212
矢掛町 佐伯文具店 小田郡矢掛町矢掛3172 0866-82-0074

矢掛町 ジュンテンドー　矢掛店 小田郡矢掛町小田字蓮町5537-1 0866-82-9006

鏡野町 プラント5　鏡野店 苫田郡 鏡野町布原136 0868-54-5800

鏡野町 コメリハード＆グリー鏡野店 岡山県苫田郡鏡野町円宗寺175-1 0868-54-7878
奈義町 ヨリザネ 勝田郡奈義町豊沢266 0868-36-3027
東京都 とっとり・おかやま新橋館 東京都港区新橋1-11-7 03-3571-0092

販売店は今後追加されることがあります。
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