
NO 設置場所

1 スターフライヤー機内

2 D&DEPARTMENT PROJECT SAPPORO by 3KG 北海道 札幌市中央区大通西17丁目1-7

3 THE STABLES 青森県 弘前市代官町14-2

4 ひめくり 岩手県 盛岡市紺屋町4-8

5 石巻　まちの本棚 宮城県 石巻市中央2-3-16

6 キトキト 秋田市旭南1丁目6-2

7 ジュンク堂書店秋田店 秋田市千秋久保田町4-2　秋田ﾌｫｰﾗｽ6F, 7F

8 MOROcraft 栃木県 栃木市倭町10-3

9 楽風（らふ） さいたま市浦和区岸町4-25-12

10 アスカタスナレコード&カンパニー さいたま市浦和区東仲町9-11

11 おふろcafe utatane さいたま市北区大成町4-179-3

12 本の店　太陽堂 川越市幸町7-5

13 映像・情報メディアセンター　メディアセブン 川口市川口1-1-1

14 ムーンライト・ブックストア 千葉市中央区松波2-19-11 高山ﾋﾞﾙ1F

15 なないろ安房暮らしの研究所 南房総市千倉町平磯1301-1

16 3331 FREE PAPER LIBRARY 千代田区外神田6-11-14 3331 Arts Chiyoda内

17 ヴィレッジバンガードお茶の水店 千代田区神田小川町3-14　イルサBIF

18 喇嘛舎（らましゃ） 千代田区神田小川町3-16池久ビル2Ｆ

19 虔十書林 千代田区神田小川町3-20

20 三省堂書店　神保町本店 千代田区神田神保町1-1　4Ｆ

21 東京堂書店3Ｆ 千代田区神田神保町1-17-3F

22 北九州市東京事務所 千代田区有楽町二丁目10-1　東京交通会館6階

23 喫茶　STONE 千代田区有楽町1-10-1有楽町ビル1F

24 Cafe&Dining 玲 中央区銀座7丁目6-11ミクニギンザ7ビル4F

25 日月堂 港区南青山6-1-6　パレス青山207号

26 青山ブックセンター六本木店 港区六本木6-1-20　六本木電気ビル

27 WIRED CAF 　ルミネ新宿店 新宿区新宿3-38-2　ルミネ2－6Ｆ

28 リビングデザインセンターOZONE 新宿区西新宿3-7-1　新宿パワータワー7階

29 古書現世 新宿区西早稲田2-16-17

30 古書ほうろう 文京区千駄木3-25-5-1F

31 まるごとにっぽん　浅草にっぽん区 台東区浅草2-6-7

32 カフェグリル＆バー　太陽 目黒区大橋1-3-6

33 MOUNT ZINE Shop 目黒区八雲2－5－10

34 みつばち 世田谷区奥沢5-20-17ﾕﾝｸﾞﾌﾗｳﾋﾞﾙ2F

35 KOHORO二子玉川店 世田谷区玉川3-12-11

36 Bowery Kitchen 世田谷区駒沢5-18-7

37 阿川 世田谷区三軒茶屋1-30-14アロードコーポ101

38 Art & Books　SOME TIME 世田谷区太子堂5-15-14

39 光春 世田谷区代沢2-45-9

40 古書ビビビ 世田谷区北沢1-45-15

41 ヴィレッジバンガード　下北沢店 世田谷区北沢2-10-15マルシェ下北沢

42 caf  Beulmans 世田谷区成城6-16-5　カサローザ成城2Ｆ

43 D47食堂 渋谷区渋谷2-21-1　渋谷ヒカリエ8F

44 PAPIER LABO（パピエラボ） 渋谷区神宮前1-1-1-106号

45 ロータス 渋谷区神宮前4-6-8

46 ユトレヒト 渋谷区神宮前5-36-6　ケーリーマンションC

47 青山ブックセンター本店 渋谷区神宮前5-53-67コスモス青山ガーデンフロア(B2F)

48 Gallery Conceal 渋谷区道玄坂1-11-3-4F

49 ブックショップ　ナディッフモダン 渋谷区道玄坂2-24-1 Bunkamura B1

50 古書ロスパペロテス 渋谷区西原3-4-2紅谷ビルG102

51 タコシェ 中野区中野5-5 2-15　中野ブロードウェイ3Ｆ

52 物豆奇（モノズキ） 杉並区西荻北3-12-10

53 ジュンク堂書店　池袋店 豊島区南池袋2-15-5　1Ｆ
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54 古書往来座 豊島区南池袋3-8-1-1F

55 青と夜ノ空 武蔵野市吉祥寺南町5-6-25

56 百年 武蔵野市吉祥寺本町2-2-10　MURATAビル2Ｆ

57 ONLY FREE PAPER（フリーペーパー専門店） 目黒区中目黒3-5-3 Space Utility TOKYO内

58 ナマックカフェ 横浜市港北区綱島西2-10-16

59 升水記念図書館 平塚市八重咲町7-35

60 室礼（シツライ） 新潟市西蒲区岩室温泉666番地

61 gallery tanne 柏崎市谷根3179

62 古書ブックエンド 富山市総曲輪2-7-12

63 株式会社牛島屋 富山市中央通り1-6-9

64 岩本清商店 石川県 金沢市瓢箪町3-2

65 編集室　いとぐち 長野市東町207-1　ＫＡＮＥＭＡＴＳＵ

66 まつもと市民芸術館 松本市深志3-10-1

67 ブックカフェ「栞日」（しおりび） 松本市深志3-7-5

68 Gargas（ガルガ） 松本市深志3-10-26

69 すみれ洋裁店 諏訪郡下諏訪町御田町下3210

70 徒然舎 岐阜県 岐阜市美殿町40矢沢ビル1階

71 港まちづくり協議会 名古屋市港区名港1-19-23

72 AMAGASAKA（尼ヶ坂） 名古屋市北区杉村1-4-4尼ヶ坂ビル

73 木と根 京都市下京区燈籠町589-1/IF

74 恵文社一乗寺店 京都市左京区一乗寺払殿町10

75 NOWAKI 京都市左京区新丸太町49-1

76 ホホホ座　浄土寺店 京都市左京区浄土寺馬場町71ハイネストビル1F

77 直珈琲 京都市中京区河原町通三条上ル２筋目東入ル恵比寿町534-40

78 風の駅 京都市上京区枡形通河原町西入る二神町176-2-2F

79 恵文社バンビオ店 長岡京市神足2-2-1　バンビオ2番館2Ｆ

80 スタンダードブックストア 大阪市中央区西心斎橋2-2-12クリスタグランドビル１Ｆ・B F

81 カロ　ブックショップアンドカフェ 大阪市西区江戸堀1-8-24　若狭ビル5Ｆ

82 ダイニングカフェmartha（マーサ） 大阪市西区江戸堀3-8-16

83 キタノヴィレッジ 貝塚市海塚７１

84 デザイン・クリエイティブセンター神戸 兵庫県 神戸市中央区小野浜町1-4

85 くるみの木 奈良県 奈良市法蓮町567－1

86 今井書店　錦町店 米子市錦町3-90

87 本の学校　今井ブックセンター 米子市新開2-3-10

88 一月と六月 境港市日ノ出町48

89 451ブックス 岡山県 玉野市八浜町見石1607-5

90 鞆の津ミュージアム 福山市鞆町鞆271-1

91 白鳥座雑貨店 広島市中区本川町2-6-18

92 下関市立中央図書館（生涯学習プラザ） 下関市細江町3-1-1

93 下関市役所 下関市南部町１－１（１Fホール）

94 しものせき市民活動センター 下関市竹崎町4-4-2（ヴェルタワー下関2F）

95 道の駅「蛍街道西ノ市」 下関市豊田町大字中村876-4

96 ロバの本屋 長門市俵山6994

97 ﾄﾚﾝド書店　防府今宿店 防府市沖今宿2-1-3

98 本と雑貨の店「uta no tane」 徳島県 徳島市末広4-8-32

99 北九州市役所広聴課 小倉北区城内1-1（１F）

100 門司区役所総務企画課 門司区清滝1-1-1（３F）

101 小倉北区役所総務企画課 小倉北区大手町1-1（東棟３F）

102 小倉南区役所総務企画課 小倉南区若園5-1-2（２F）

103 若松区役所総務企画課 若松区浜町1-1-1（西棟１F）

104 八幡東区役所総務企画課 八幡東区中央1-1-1（２F）

105 八幡西区役所総務企画課 八幡西区黒崎3-15-3（コムシティ５F）

106 戸畑区役所総務企画課 戸畑区千防1-1-1（３F）

107 栄町カモメホール 門司区栄町4-26

108 佐藤書店 門司区栄町6-27
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109 門司港ホテル 門司区港町9-11

110 名門大洋フェリー 門司区新門司1-6

111 阪九フェリー 門司区新門司北1-1

112 海峡ドラマシップ 門司区西海岸1-3-3

113 関門汽船 門司区西海岸1-4-1

114 JR門司港駅観光案内所 門司区西海岸1-5-31-1 F

115 ホテルルートイン門司港 門司区西海岸2-11-2

116 門司港赤煉瓦プレイス 門司区大里本町3-6-1

117 出光美術館（門司） 門司区東港町2-3

118 ステーションホテル小倉 小倉北区浅野1-1-1

119 JR九州ホテル小倉 小倉北区浅野1-3-6

120 リーガロイヤルホテル小倉 小倉北区浅野2-14-2

121 古書　城田 小倉北区浅野2-12-30

122 JR小倉駅　総合観光案内所 小倉北区浅野1-1-1（JR小倉駅３F）

123 きし川 小倉北区魚町2-5-8　ﾗﾌｨﾅｰﾚ4F

124 立ち飲み屋　ひっしまめたん 小倉北区魚町3-3-3

125 水玉食堂 小倉北区魚町3-3-12　中屋ビル22Ｆ

126 まなびとEDSｽﾃｰｼｮﾝ 小倉北区魚町3-3-20　中屋ﾋﾞﾙ地下1階

127 小倉昭和館 小倉北区魚町4-2-9

128 大學堂 小倉北区魚町4-4-20

129 東横イン 小倉北区京町3-14-6

130 一生もんshop　緑々（あおあお） 小倉北区京町4-4-17-1F

131 BAR BIGVEN（ビッグベン） 小倉北区鍛冶町1-2-2B1F

132 アーバンホテルかじまち 小倉北区鍛冶町1-5-13

133 北九州ホテルプラザ 小倉北区鍛冶町1-9-8

134 ホテルニュータガワ 小倉北区古船場町3-46

135 小倉東急イン 小倉北区紺屋町8-5

136 西鉄イン小倉 小倉北区米町1-4-11

137 ホテルクラウンパレス小倉 小倉北区馬借1-2-1

138 ブックセンタークエスト小倉本店 小倉北区馬借1-4-7

139 福岡銀行　北九州市庁内支店 小倉北区城内1-1（１F）

140 北九州芸術劇場Qステーション 小倉北区室町1-1-１ｰ11リバーウォーク５F

141 アルモニーサンク 小倉北区大手町12-3

142 到津の森公園 小倉北区上到津4-1-8

143 松柏園ホテル 小倉北区上富野4-1-25

144 サンスカイホテル 小倉北区神幸町2-1

145 まいこのぬかだき 小倉北区白銀二丁目2-9

146 北九州文学サロン←New! 小倉北区京町1-5-9

147 無印良品「MUJIBOOK」←New! 小倉北区京町3-1-1セントシティ１F

148 北九州空港内観光案内所 小倉南区空港北町6番　空港ターミナル内

149 天盛うどん若園店 小倉南区若園４丁目14-2

150 北九州市立大学生協 小倉南区北方4-2-1（北九州市立大学内）

151 グリーンパーク 若松区大字竹並1006番地

152 八幡ロイヤルホテル 八幡東区枝光1-1-1

153 千草ホテル 八幡東区西本町1-1-1

154 北九州イノベーションギャラリー 八幡東区東田2-2-11

155 北九州市立いのちのたび博物館 八幡東区東田2-4-1

156 ほとりの商店 八幡東区河内1-2-4

157 ＩＧＡＴＡ酒店 八幡東区春の町3丁目3-18

158 古本や　檸檬 八幡西区藤田2-4-5

159 アルクイン黒崎 八幡西区黒崎3-2-1

160 ホテルパールシティ黒崎 八幡西区黒崎3-7-7

161 西鉄イン黒崎 八幡西区黒崎3-15-3

162 ホテルクラウンパレス北九州 八幡西区東曲里3-1

163 からだにやさしいおやつとヨガnoah 戸畑区中原東1-15-25　１階左

164 北九州市立美術館 戸畑区西鞘ヶ谷町21-1

北九州市



NO 設置場所 所在地

165 アクロス福岡　文化観光情報ひろば 福岡市中央区天神1-1-1　アクロス福岡１F

166 ジュンク堂書店福岡店 福岡市中央区天神1-10-13ﾒﾃﾞｨｱﾓｰﾙ天神

167 リブロ福岡天神店 福岡市中央区天神2-5-35 岩田屋本店　本館７F

168 ブックセンタークエスト薬院店 福岡市中央区渡辺通2-6-1

169 回kai   福岡市中央区薬院3-13-20

170 ブックスキューブリック　箱崎店 福岡市東区箱崎1-5-14　エルニード箱崎１Ｆ

171 福岡県立図書館 福岡市東区箱崎1-41-12

172 福岡市東図書館 福岡市東区千早4-21-45

173 文化芸術情報館アートリエ 福岡市博多区中洲中島町3-10福岡県消防会館6F

174 とどろき酒店 福岡市博多区三筑2-2-31

175 丸善博多店 福岡市博多区博多駅中央街1-1　ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ博多８F

176 紀伊國屋書店　福岡本店 福岡市博多区博多駅中央街2-1　福岡交通ｾﾝﾀｰ6Ｆ

177 メゾンはこしま←New! 福岡市博多区御供所町12－2

178 道の駅むなかた 宗像市江口1172

179 道の駅しんよしとみ 築上郡上毛町大字大ノ瀬304-1

180 道の駅豊前おこしかけ 豊前市四郎丸1041-1

181 キャットナップ珈琲 長崎県 大村市池田1-224-3

182 長崎書店 熊本市上通町6-23

183 トラツトリア　ロッソ 熊本市水道町1-25

184 くまもと森都心プラザ図書館 熊本市西区春日1-14-1

185 日田リベルテ 日田市三本松2-6-25

186 日田市観光協会 日田市元町11-3

187 いやしの湯　豊山荘 別府市小倉4

188 platform04 SELECT BEPPU 大分県 別府市中央町9-33

189 napcafe 宮崎県 日向市鶴町3-5-8

190 南九州市役所企画課 南九州市知覧町郡6204

191 フォトスタジオ「グリオスタ」 鹿児島市名山町5-5　田代ビル2Ｆ

熊本県

大分県

鹿児島県

福岡市


