
地区 店名 〒 住所1 住所2 TEL 販売開始日・備考

1 先行販売 東京 ジュンク堂書店 池袋本店 171-0022 豊島区南池袋2-15-5 03-5956-6111 完売

2 先行販売 東京 三省堂書店神保町本店 101-0051 千代田区神田神保町1-1 03-3233-3312 完売

3 先行販売 東京 紀伊國屋書店 新宿本店 163-8636 東京都新宿区新宿3丁目17番7号 03-3354-0131 完売

4 先行販売 東京 東大生協本郷書籍部 113-0033 文京区本郷7－3－1 03-3811-5481 完売

5 先行販売 大阪 紀伊國屋書店 梅田本店 530-0012 大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街 06-6372-5821 完売

6 書店 北海道 紀伊國屋書店 札幌本店 060-0005 札幌市中央区北5条西5丁目7番地 sapporo55 011-231-2131 完売

7 大学 北海道 北海道大学生協クラーク店 060-0808 札幌市北区北8条西7丁目 生協会館２F 011-736-0916 完売

8 大学 北海道 釧路公立大学生協 085-8585 釧路市芦野4丁目1番1号 0154-37-4155 完売

9 大学 東北 東北大学生協 文系店 980-8576 仙台市青葉区川内27-1 022-262-7463 完売

10 書店 東京 有隣堂 アトレ目黒店 141-0021 品川区上大崎2-16-9 アトレ目黒1　5F 03-3442-1231 完売

11 大学 東京 中央大学生協　市ヶ谷店 162-0845 新宿区市谷本村町42-8 03-5368-9302 完売

12 大学 東京 東京大学生協　駒場書籍部 153-0041 目黒区駒場3-8-1 03-3469-7145 完売

13 大学 東京 早稲田大学生協 169-0051 東京都新宿区西早稲田1-6-1 17号館B１F 03-3202-4010 完売

14 大学 東京 慶應義塾大学生協 三田店 108-0073 港区三田2-15-45 03-3455-6631 完売

15 大学 東京 紀伊國屋書店上智大学四谷店 102-8554 東京都千代田区紀尾井町７－１ ２号館Ｂ１ 03-3238-3092 完売

16 大学 東京 法政大学生協　市ヶ谷店 102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1 03-3265-4952 完売

17 大学 東京 丸善キャンパスショップ立教大学池袋店 171-0021 東京都豊島区西池袋5-10-5 セントポールプラザ ２Ｆ 03-3985-2771 完売

18 大学 東京 紀伊國屋書店　成蹊学園ブックセンター 180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1 0422-36-0360 3/16～　NEW！

19 書店 東京 ジュンク堂書店 吉祥寺店 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-5 コピス吉祥寺B館6階～7階 0422-28-5333 完売

20 大学 東京 一橋大学生協 186-8601 国立市中2-1 042-572-7818 完売

21 大学 東京 中央大学生協多摩店 192-0393 八王子市東中野742-1 042-674-3011 完売

22 書店 東京 オリオン書房 ノルテ店 190-0012 立川市曙町2-42-1 パークアベニュー3F 042-522-1231 完売

23 書店 関東 BookDepot書楽 北与野店 338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合２-３-５ アルーサＢ館 048-852-6581 完売

24 書店 関東 有隣堂 伊勢佐木町本店 231-8623 横浜市中区伊勢佐木町1-4-1 045-261-1231 完売

25 書店 関東 紀伊國屋書店 横浜店 220-8510 横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店7F 045-450-5901 完売

26 書店 関東 有隣堂　テラスモール湘南店 251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール湘南4F 0466-38-2121 3/16～

27 大学 関東 千葉大学生協 263-0022 千葉市稲毛区弥生町1-33 043-254-1825 完売

28 大学 甲信越 信州大学生協　松本購買書籍部 390-0802 松本市旭3-1-1 0263-37-2983 完売

29 大学 甲信越 新潟大学生協 950-2181 新潟市西区五十嵐二の町8050 025-262-6095 完売

30 書店 中部 戸田書店　静岡本店 420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町17-1 054-205-6111 完売

31 書店 中部 ジュンク堂書店 名古屋店 450-0002 名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル1階 052-589-6321 完売

32 書店 中部 ジュンク堂書店 ロフト名古屋店 460-0008 名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパ-ク地下1階、7階 052-249-5592 完売

33 大学 関西 関西大学生協 565-0842 吹田市千里山東3丁目10番1号 06-6368-7527 完売

34 書店 関西 大垣書店　イオンモールKYOTO店 601-8417 京都市南区八条通西洞院下ル イオンモールKYOTO Kaede館 2F 075-692-3331 3/16～

35 大学 関西 立命館生協 ブックセンター　ふらっと 603-8346 京都市北区等持院北町56-1 075-465-8288 完売

36 大学 関西 同志社生協 良心館ブック＆ショップ 602-0893 京都市上京区今出川通り烏丸東入 同志社大学良心館 B1F 075-251-4427 完売

37 書店 関西 ジュンク堂書店　三宮店 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-6-18 三宮センター街 078-392-1001 完売

38 大学 関西 甲南大学生協 658-0072 神戸市東灘区岡本9丁目6番4号 078-441-7901 完売

39 大学 関西 神戸大学生協　BEL　BOX店 657-0013 神戸市灘区六甲台町 078-882-3831 完売

40 大学 中国 広島大学生協　北1コープショップ 739-0046　 広島県東広島市鏡山1-2-2 082-423-8285 完売

41 大学 中国 島根大学生協 松江ショップ 690-8504 島根県松江市西川津町1060 0852-32-6242 3/16～　NEW！

42 書店 四国 宮脇書店　本店 760-0029 香川県高松市丸亀町4-8 087-851-3733 3/16～　NEW！

43 書店 九州 ジュンク堂書店福岡店 810-0001 福岡市中央区天神1-10-13 メディアモ-ル天神地下1階～4階 092-738-3322 完売

44 大学 九州 九州大学生協 812-0053 福岡市東区箱崎6-19-1 092-651-1529 3/16～

45 大学 九州 熊本大学生協 860-0862 熊本市中央区黒髪2-40-1 熊本大学内 096-343-4422 3/16～

46 書店 九州 紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店 870-0831 大分県大分市要町1-14 アミュプラザおおいた 4F 097-515-5050 完売

47 大学 沖縄 琉球大学生協 903-0129 中頭郡西原町字千原1番地 琉球大学内 098-895-6085 完売

以上は、2018月6月21日時点の情報です。変更になる場合があります。
ＮＥＷ！の記載がある店舗は2/16のご案内以降に、追加になった店舗です。

ろけっとぽっぽーマスコット
販売予定店舗一覧

　＊　店頭のリアルタイムの在庫を反映しているものではありません。在庫状況は各店舗にお問い合わせください。

　＊　店舗によって、実際の販売価格が異なる場合があります。


