
MyEarth取り扱い書店一覧
　　　書　店　名 地区

1 勝木書店KaBosららぽーと 柏の葉店 千葉県柏市

2 青山ブックセンター 自由が丘店 東京都目黒区

3 旭屋書店 池袋店 東京都豊島区

4 旭屋書店 志木店 埼玉県新座市

5 旭屋書店 天王寺MIO店 大阪府天王寺市

6 旭屋書店 本店 大阪府大阪市

7 アシーネ 金沢八景店 神奈川県横浜市

8 アバンティBC 京都店 京都府京都市

9 あゆみＢＯＯＫｓ 五反田店 東京都品川区

10 いけだ書店 亀有店 東京都葛飾区

11 英光堂 市川市 千葉県市川市

12 オリオン書房 ルミネ店 東京都立川市

13 ＴＳＵＴＡＹＡオルモ 名取店 宮城県名取市

14 喜久屋書店 倉敷店 岡山県倉敷市

15 紀伊国屋書店 大分店 大分県大分市

16 紀伊国屋書店 ららぽーと豊洲店 神奈川県横浜市

17 紀伊国屋書店 流山おおたかの森店 千葉県流山市

18 紀伊国屋書店 名古屋空港店 愛知県西春日井郡

19 紀伊国屋書店 西神店 兵庫県神戸市

20 紀伊国屋書店 ゆめタウン博多店 福岡県福岡市

21 紀伊国屋書店 ゆめタウン広島店 広島県広島市

22 紀伊国屋書店 前橋店 群馬県前橋市

23 紀伊国屋書店 ららぽーと横浜店 神奈川県横浜市

24 紀伊国屋書店 玉川高島屋店 東京都世田谷区

25 紀伊国屋書店 広島店 広島県広島市

26 紀伊国屋書店 弘前店 青森県弘前市

27 紀伊国屋書店 国分寺店 東京都国分寺市

28 紀伊国屋書店 堺北花田店 大阪府堺市

29 紀伊国屋書店 札幌本店 札幌市

30 紀伊国屋書店 新潟店 新潟県新潟市

31 紀伊国屋書店 新宿本店 東京都新宿区

32 紀伊国屋書店 仙台店 宮城県仙台市

33 紀伊国屋書店 長崎店 長崎県長崎市

34 紀伊国屋書店 梅田本店 大阪府大阪市

35 紀伊国屋書店 福岡本店 福岡県福岡市

36 紀伊国屋書店 横浜店 神奈川県横浜市

37 紀伊国屋書店 川越店 埼玉県川越市

38 紀伊国屋書店 クレド岡山店 岡山県岡山市

39 紀伊国屋書店 神戸店 兵庫県神戸市

40 紀伊国屋書店 さいたま新都心店 埼玉県さいたま市

41 金明堂書店 本店 長崎県長崎市

42 金龍堂 まるぶん店 熊本県熊本市

43 くまざわ書店 ACADEMIA　イーアスつくば店 茨城県つくば市

44 くまざわ書店 錦糸町店 東京都墨田区

45 くまざわ書店 港北店 神奈川県横浜市

46 くまざわ書店 八王子店 東京都八王子

47 くまざわ書店 昭島店 東京都昭島市

48 くまざわ書店 つくば店 茨城県つくば市

49 三省堂書店 そごう千葉店 千葉県千葉市

50 三省堂書店 神保町本店 東京都千代田区

51 ジュンク堂書店 明石店 兵庫県明石市

52 ジュンク堂書店 天満橋店 大阪府大阪市

53 ジュンク堂書店 姫路駅店 兵庫県姫路市

54 ジュンク堂書店 広島店 広島県広島市

55 ジュンク堂書店 福岡店 福岡県福岡市

56 ジュンク堂書店 大阪本店 大阪府大阪市

57 ジュンク堂書店 京都BAL店 京都府京都市

58 ジュンク堂書店 三宮駅前店 兵庫県神戸市

59 ジュンク堂書店 三宮店 兵庫県神戸市

60 ジュンク堂書店 仙台店 宮城県仙台市

61 書泉グランデ 東京都千代田区

62 書泉ブックマート 東京都千代田区

63 書楽 北与野店 埼玉県さいたま市

64 新栄堂書店 熊谷店 埼玉県熊谷市

65 須原屋 武蔵浦和店 埼玉県さいたま市

66 天一書房　 日吉店 神奈川県横浜市

67 長谷川書店 ネスパ北口駅前店 神奈川県茅ヶ崎市

68 博文堂 君津市 千葉県君津市

69 フタバ図書 TERA南砂町店 東京都江東区

70 ブックスミヤギ 宮城県仙台市

71 ブックス石井 徳島県名西郡

72 ブックス二宮 二俣川本店 神奈川県横浜市



73 八重洲ブックセンター 本店 東京都中央区

74 八重洲ブックセンター 京急百貨店上大岡店 神奈川県横浜市

75 文教堂書店 あきる野とうきゅう店 東京都あきる野市

76 文教堂書店 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ柏店 千葉県柏市

77 文教堂書店 新城駅前店 神奈川県川崎市

78 文教堂書店 竹ノ塚駅前店 東京都足立区

79 文教堂書店 まるひろ南浦和店 埼玉県さいたま市

80 文教堂書店 ユーカリが丘店 千葉県佐倉市

81 文教堂書店 伊勢原とうきゅう店 神奈川県伊勢原市

82 文教堂書店 栄上郷店 神奈川県横浜市

83 文教堂書店 横浜北山田店 神奈川県横浜市

84 文教堂書店 経堂店 東京都世田谷区

85 文教堂書店 溝ノ口本店 神奈川県川崎市

86 文教堂書店 小樽店 小樽市

87 文教堂書店 青葉台駅前店 神奈川県横浜市

88 文教堂書店 大船モール店 神奈川県鎌倉市

89 文教堂書店 中央林間とうきゅう店 神奈川県大和市

90 文教堂書店 東川口店 埼玉県川口市

91 文教堂書店 平岸5条店 札幌市

92 文教堂書店 本庄店 埼玉県児玉郡

93 文教堂書店 立場店 神奈川県横浜市

94 芳林堂書店 高田馬場店 東京都新宿区

95 真光書店 北口本店 東京都調布市

96 マルサン書店 駅北店 静岡県沼津市

97 緑岡書店 新潟県阿賀野市

98 宮井平安堂 本店 和歌山市

99 ユーゴー書店 阿倍野区 大阪市

100 有隣堂 川崎BE 神奈川県川崎市

101 有隣堂 本店 神奈川県横浜市

102 有隣堂 ミウィ橋本店 神奈川県相模原市

103 リブロ 新所沢店 埼玉県所沢市

104 リブロ 田無店 東京都西東京市

105 リブロ 松戸店 千葉県松戸市

106 リブロ 錦糸町店 東京都江東区

107 リブロ ララガーデン春日部店 埼玉県春日部市

108 リブロ 池袋本店 東京都豊島区

109 リブロ 東戸塚店 神奈川県横浜市

110 丸善 丸の内本店 東京千代田区

111 丸善 日本橋店 東京中央区

112 丸善 お茶の水店 東京千代田区

113 丸善 アークヒルズ店 東京港区

114 丸善 新静岡センター店 静岡県静岡市

115 丸善 津田沼店 千葉県習志野市

116 丸善 舞浜イクスピアり「店 千葉県浦安市

117 丸善 そごう川口店 埼玉県川口市

118 丸善 新宿エステック店 東京都新宿区

119 丸善 横浜ポルタ店 神奈川県横浜市

120 丸善 平塚店 神奈川県平塚市

121 丸善 後楽園メトロ・エム店 東京都文京区

122 丸善 有明ワンザ店 東京都江東区

123 丸善 水戸京成店 茨城県水戸市

124 丸善 ラゾーナ川崎店 神奈川県川崎市

125 丸善 名古屋栄店 愛知県名古屋市

126 丸善 名古屋松坂屋店 愛知県名古屋市

127 丸善 名古屋セントラルパーク店 愛知県名古屋市

128 丸善 なんばＯＣＡＴ店 大阪府大阪市

129 丸善 八尾アリオ店 大阪府八尾市

130 丸善 岡山シンフォニービル店 岡山県岡山市

131 丸善 福岡ビル店 福岡県福岡市

132 丸善 仙台アエル店 宮城県仙台市

133 丸善 盛岡川徳店 岩手県盛岡市

134 丸善 新札幌ＤＵＯ店 札幌市

135 丸善 札幌アリオ店 札幌市

136 丸善 札幌ピヴォ店 札幌市

137 丸善 近畿大学九州売店 福岡県飯塚市

138 慶応大学生協 日吉店 神奈川県横浜市

139 慶応大学生協 矢上台 神奈川県横浜市

140 神戸大学生協 書籍部学生会店 兵庫県神戸市

141 神戸大学生協 書籍部ランス店 兵庫県神戸市

142 関西大学生協 大阪府吹田市

143 関西学院大学 兵庫県西宮市

144 大阪市立大生協 書籍部杉本店 大阪府大阪市

145 東京理科大学生協 野田店 千葉県野田市


