
【LaLa Begin4.5 2023×靴下屋 セット商品取り扱い書店様⼀覧】
  ※靴下3⾊のうち、どれか1⾊がセットになっております。

都道府県 お取り扱い書店様
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 札幌店
ジュンク堂書店 旭川店
函館栄好堂 丸井今井店
紀伊國屋書店 札幌本店
紀伊國屋書店 厚別店
紀伊國屋書店 ⼩樽店
三省堂書店 札幌店
⼤垣書店 マルヤマクラス店
⼤垣書店 東光ストア円⼭店
⼤垣書店 東光ストア⾏啓通店
ブックスモア ⻘森中央店
ジュンク堂書店 弘前中三店

岩⼿県 ジュンク堂書店 盛岡店
丸善 仙台アエル店
紀伊國屋書店 仙台店
ブックスモア ⼤曲店
ブックスモア 湯沢店
ジュンク堂書店 秋⽥店
ブックスモア ⼤館店
ブックスモア 本荘店
ブックスモア 鷹巣店
ブックスモア 秋⽥潟上店
⼾⽥書店 三川店
⼾⽥書店 ⼭形店

福島県 ジュンク堂書店 郡⼭店
丸善 ⽔⼾京成店
丸善 ⽇⽴店
⼾⽥書店 桐⽣店
⼾⽥書店 ⾼崎店
⼾⽥書店 前橋本店
紀伊國屋書店 前橋店
ブックファースト ルミネ⼤宮店
ブックファースト ルミネ川越店
丸善 桶川店
丸善 丸広百貨店飯能店
ジュンク堂書店 ⼤宮⾼島屋店
丸善 丸広百貨店東松⼭店
⼾⽥書店 熊⾕店
紀伊國屋書店 さいたま新都⼼店
紀伊國屋書店 浦和パルコ店
紀伊國屋書店 川越店
紀伊國屋書店 ⼊間丸広店
三省堂書店 ⼤宮店
ＫａＢｏＳ ららぽーと新三郷店
ツタヤブックストア グランエミオ所沢
ＴＳＵＴＡＹＡ ハレノテラス東⼤宮店
精⽂館書店 北本店
⼤垣書店 ブックスタマ 所沢店
ブックファースト シャポー市川店
丸善 津⽥沼店
ジュンク堂書店 柏モディ店
ジュンク堂書店 南船橋店
丸善 舞浜イクスピアリ店
丸善 ユニモちはら台店

⻘森県

北海道

千葉県

埼⽟県

群⾺県

茨城県

⼭形県

秋⽥県

宮城県



紀伊國屋書店 流⼭おおたかの森店
紀伊國屋書店 セブンパークアリオ柏店
三省堂書店 そごう千葉店
三省堂書店 イコアス千城台店
三省堂書店 カルチャーステーション千葉店
ＫａＢｏＳ ららぽーと柏の葉店
ツタヤブックストア テラスモール松⼾
ＴＳＵＴＡＹＡ 市原五井店
精⽂館書店 ⽊更津店
精⽂館書店 おゆみ野店
精⽂館書店 イオンおゆみ野店
有隣堂 アトレ新浦安店
有隣堂 ニッケコルトンプラザ店
ブックファースト ルミネ北千住店
ブックファースト アトレ吉祥寺店
ブックファースト ルミネ町⽥店
ブックファースト ルミネ新宿店
ブックファースト 新宿店
ブックファースト アトレ⼤森店
ブックファースト 五反⽥店
ブックファースト ⾃由が丘店
ブックファースト 練⾺店
ブックファースト アトレ吉祥寺東館店
ブックファースト 中野店
ジュンク堂書店 池袋本店
丸善 丸の内本店
ジュンク堂書店 吉祥寺店
丸善 ⽇本橋店
丸善 お茶の⽔店
丸善 メトロ・エム後楽園店
ジュンク堂書店 ⼤泉学園店
ＭＡＲＵＺＥＮ 多摩センター店
ジュンク堂書店 ⽴川⾼島屋店
丸善 有明ガーデン店
丸善 新宿京王店
丸善 有明ワンザ店
紀伊國屋書店 アリオ⻲有店
紀伊國屋書店 新宿本店
紀伊國屋書店 笹塚店
紀伊國屋書店 国分寺店
紀伊國屋書店 イトーヨーカドー⽊場店
紀伊國屋書店 ⽟川⾼島屋店
紀伊國屋書店 ⼩⽥急町⽥店
紀伊國屋書店 ⻄武渋⾕店
紀伊國屋書店 ⼤⼿町ビル店
紀伊國屋書店 吉祥寺東急店
三省堂書店 池袋本店
三省堂書店 有楽町店
三省堂書店 東京ソラマチ店
三省堂書店 経堂店
三省堂書店 成城店
三省堂書店 下北沢店
三省堂書店 アトレ秋葉原１
三省堂書店 神保町本店仮店舗
三省堂書店 アトレ上野店
廣⽂館 イトーヨーカドー曳⾈店
⼤垣書店 ブックスタマ ⼩作店
⼤垣書店 ブックスタマ 東⼤和店

東京都



明屋書店 中野ブロードウェイ店
有隣堂 アトレ恵⽐寿店
有隣堂 グランデュオ蒲⽥店
有隣堂 アトレ⼤井町店
有隣堂 セレオ⼋王⼦店
有隣堂 アトレ⻲⼾店
有隣堂 アトレヴィ三鷹店
有隣堂 アトレ⽬⿊店
有隣堂 ららぽーと⽴川⽴⾶店
有隣堂 ららぽーと豊洲店
有隣堂 錦⽷町テルミナ店
有隣堂 町⽥モディ店
誠品⽣活⽇本橋
ブックファースト ⻘葉台店
ブックファースト モザイクモール港北店
ブックファースト ボーノ相模⼤野店
丸善 ラゾーナ川崎店
ジュンク堂書店 藤沢店
丸善 ⽇吉東急アベニュー店
丸善 横浜みなとみらい店
ＨＡＭＡＲＵ ラクシスフロント店
紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店
紀伊國屋書店 武蔵⼩杉店
紀伊國屋書店 横浜店
紀伊國屋書店 ⻄武東⼾塚Ｓ．Ｃ．店
紀伊國屋書店 イオンモール座間店
紀伊國屋書店 イトーヨーカドー川崎店
三省堂書店 海⽼名店
三省堂書店 新横浜店
三省堂書店 ⼩⽥原店
三省堂書店 アコルデ新百合ヶ丘店
ＫａＢｏＳ 宮前平店
ＫａＢｏＳ 藤沢店
精⽂館書店 下瀬⾕店
ツタヤブックストア 相鉄ライフ三ツ境
有隣堂 横浜駅⻄⼝店
有隣堂 テラスモール湘南店
有隣堂 たまプラーザテラス店
有隣堂 ルミネ横浜店
有隣堂 アトレ川崎店
有隣堂 ラスカ⼩⽥原店
有隣堂 東急プラザ⼾塚店
有隣堂 ミウィ橋本店
有隣堂 武蔵⼩杉東急スクエア店
有隣堂 新百合ヶ丘エルミロード店
有隣堂 ららぽーと海⽼名店
有隣堂 ららぽーと湘南平塚店
有隣堂 藤沢店
有隣堂 センター南駅店
有隣堂 トレッサ横浜店
有隣堂 本店
有隣堂 厚⽊店
有隣堂 ⼾塚モディ店
有隣堂 淵野辺店
ＳＴＯＲＹ ＳＴＯＲＹ ＹＯＫＯＨＡＭＡ
有隣堂 トレアージュ⽩旗店
有隣堂 ⼾塚地下売店
ジュンク堂書店 新潟店新潟県

神奈川県



⼾⽥書店 ⻑岡店
紀伊國屋書店 新潟店

富⼭県 紀伊國屋書店 富⼭店
紀伊國屋書店 ⾦沢⼤和店
ＫａＢｏＳ イオンモール新⼩松店
北国書林 アピタ松任店
きくざわ書店 ナッピィモール店
北国書林 松任店
北国書林 アルプラザ店
北国書林 ⾠⼝店
きくざわ書店 アルプラザ⿅島店
紀伊國屋書店 福井店
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 敦賀店
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 新⼆の宮店
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ ⼤和⽥店
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 武⽣店
ＫａＢｏＳ ベル店
ＫａＢｏＳ 三国店
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ ＷＡＳＳＥ店
勝⽊書店 ⼤野店
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 鯖江店
ＫａＢｏＳ 勝⼭店
ＭＡＲＵＺＥＮ 松本店
平安堂 新⻑野店
平安堂 あづみ野店
平安堂 伊那店
平安堂 東和⽥店
平安堂 川中島店
平安堂 若槻店
平安堂 諏訪店
平安堂 上⽥しおだ野店
平安堂 飯⽥店
平安堂 更埴店
平安堂 座光寺店
平安堂 塩尻店
平安堂 佐久インターウェーブ店
平安堂 上⽥店
平安堂 須坂店
丸善 岐⾩店
三省堂書店 岐⾩店
ＴＳＵＴＡＹＡ ブックストア モレラ岐⾩
⼤垣書店 岐⾩⾼島屋店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 新静岡店
⼾⽥書店 藤枝東店
⼾⽥書店 富⼠店
⼾⽥書店 富⼠宮店
精⽂館書店 ＴＳＵＴＡＹＡ御殿場店
精⽂館書店 領家店
ＴＳＵＴＡＹＡ 佐鳴台店
精⽂館書店 ＴＳＵＴＡＹＡ豊⽥町店
⼤垣書店 イオンモール富⼠宮店
明屋書店 掛川⻄郷店
明屋書店 浜松渡瀬店
明屋書店 イケヤ湖⻄店
明屋書店 イケヤ⾼丘店
明屋書店 イケヤ磐⽥東店
ジュンク堂書店 名古屋栄店
ＭＡＲＵＺＥＮ 名古屋本店

愛知県

静岡県

岐⾩県

⻑野県

福井県

⽯川県



丸善 アスナル⾦⼭店
丸善 イオンタウン千種店
ジュンク堂書店 名古屋店
丸善 豊⽥Ｔ−ＦＡＣＥ店
丸善 ヒルズウォーク徳重店
丸善 アピタ知⽴店
紀伊國屋書店 ｍｏｚｏ ワンダーシティ店
紀伊國屋書店 プライムツリー⾚池店
紀伊國屋書店 名古屋空港店
三省堂書店 名古屋本店
三省堂書店 ⼀宮店
精⽂館書店 豊川店
精⽂館書店 三ノ輪店
精⽂館書店 汐⽥橋店
精⽂館書店 新豊⽥店
精⽂館書店 蒲郡三⾕店
精⽂館書店 尾張⼀宮店
精⽂館書店 新津島店
ツタヤブックストア ららぽーと愛知東郷
精⽂館書店 豊明店
精⽂館書店 幸店
精⽂館書店 新⾼浜店
精⽂館書店 安城店
精⽂館書店 幸⽥店
精⽂館書店 新⽥原店
精⽂館書店 中島新町店
精⽂館書店 本店
精⽂館書店 蒲郡店

三重県 丸善 四⽇市店
ジュンク堂書店 滋賀草津店
⼤垣書店 フォレオ⼤津⼀⾥⼭店
ブックファースト ミュー阪急桂店
ＭＡＲＵＺＥＮ 京都本店
⼤垣書店 イオンモール京都桂川店
⼤垣書店 京都本店
⼤垣書店 イオンモール北⼤路店
⼤垣書店 烏丸三条店
⼤垣書店 京都ヨドバシ店
⼤垣書店 ⼆条駅店
⼤垣書店 ⾼島屋京都店
⼤垣書店 堀川新⽂化ビルヂング店
⼤垣書店 イオン洛南店
⼤垣書店 イオンモールＫＹＯＴＯ店
⼤垣書店 京都ファミリー店
⼤垣書店 京都駅ビル ザ・キューブ店
⼤垣書店 ⾼野店
⼤垣書店 ⻲岡店
⼤垣書店 Ｋｏｔｏｃｈｉｋａ御池店
⼤垣書店 イオンモール京都五条店
⼤垣書店 ＢＰ五条店
⼤垣書店 仏教⼤学書籍部
⼤垣書店 ブックパル 桂南店
⼤垣書店 ブックパル ⼭科店
⼤垣書店 醍醐店
⼤垣書店 伏⾒店
ブックファースト 梅⽥２階店
ブックファースト 野⽥アプラ店
ブックファースト クリスタ⻑堀店

⼤阪府

京都府

滋賀県



ブックファースト 豊中店
ブックファースト なんばウォーク店
ブックファースト 曽根店
ブックファースト デュー阪急⼭⽥店
ブックファースト 蛍池店
ブックファースト 池⽥店
ブックファースト 三国店
ジュンク堂書店 難波店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅⽥店
ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店
ジュンク堂書店 天満橋店
丸善 ⾼島屋堺店
丸善 ⼋尾アリオ店
ジュンク堂書店 上本町店
丸善 ⾼島屋⼤阪店
ジュンク堂書店 ⼤阪本店
ジュンク堂書店 松坂屋⾼槻店
丸善 セブンパーク天美店
紀伊國屋書店 梅⽥本店
紀伊國屋書店 グランフロント⼤阪店
紀伊國屋書店 京橋店
紀伊國屋書店 泉北店
紀伊國屋書店 アリオ鳳店
紀伊國屋書店 本町店
紀伊國屋書店 天王寺ミオ店
紀伊國屋書店 堺北花⽥店
紀伊國屋書店 ⾼槻阪急店
ツタヤブックストア ららぽーと堺
⼤垣書店 豊中緑丘店
⼤垣書店 ⾼槻店
⼤垣書店 イオンモール堺鉄砲町店
ブックパルデューク書店 箕⾯店
ブックファースト 阪急⻄宮ガーデンズ店
ブックファースト ⻄宮店
ブックファースト エビスタ⻄宮店
ブックファースト 宝塚店
ブックファースト 六甲店
ブックファースト 阪神尼崎店
ジュンク堂書店 三宮店
ジュンク堂書店 舞⼦店
ジュンク堂書店 ⻄宮店
ジュンク堂書店 神⼾住吉店
ジュンク堂書店 明⽯店
ジュンク堂書店 姫路店
ジュンク堂書店 三宮駅前店
ジュンク堂書店 芦屋店
紀伊國屋書店 川⻄店
紀伊國屋書店 加古川店
⼤垣書店 プリコ神⼾店
⼤垣書店 神⼾ハーバーランドｕｍｉｅ店
ブックスユートピア 野間店
ジュンク堂書店 奈良店
ジュンク堂書店 橿原店
丸善 岡⼭シンフォニービル店
丸善 さんすて岡⼭店
紀伊國屋書店 エブリイ津⾼店
紀伊國屋書店 クレド岡⼭店
ＭＡＲＵＺＥＮ 広島店

奈良県

兵庫県

広島県

岡⼭県



ジュンク堂書店 広島駅前店
紀伊國屋書店 広島店
紀伊國屋書店 ゆめタウン廿⽇市店
紀伊國屋書店 ゆめタウン広島店
廣⽂館 新幹線店
廣⽂館 呉駅ビル店
廣⽂館 フジグラン広島店
⼤垣書店 ジ アウトレット広島店
廣⽂館 フジグラン⾼陽店
廣⽂館 福⼭駅ビル店
廣⽂館 フジグラン緑井店
廣⽂館 フレスタ三次店
廣⽂館 広島空港店
廣⽂館 三原宮浦店
廣⽂館 サングリーン三次店
明屋書店 フジグラン三原店
紀伊國屋書店 ゆめタウン下松店
明屋書店 光店
明屋書店 下松店
明屋書店 南岩国店
明屋書店 ⼩郡店
ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店ゆめタウン徳⼭店
明屋書店 富⽥店
明屋書店 萩店
明屋書店 ＭＥＧＡ⼤内店
明屋書店 ＭＥＧＡ新下関店
明屋書店 今宿店
明屋書店 柳井店
明屋書店 緑町店
明屋書店 宮野店
明屋書店 東岐波店
明屋書店 厚狭店
明屋書店 ⻑⾨店
明屋書店 下関⻑府店
紀伊國屋書店 徳島店
紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店
キダブン
ジュンク堂書店 ⾼松店
紀伊國屋書店 丸⻲店
ジュンク堂書店 松⼭三越店
紀伊國屋書店 いよてつ⾼島屋店
明屋書店 川之江店
明屋書店 ＭＥＧＡ⻄の⼟居店
明屋書店 空港通店
明屋書店 ＭＥＧＡ平⽥店
明屋書店 ⻄条本店
明屋書店 喜⽥村店
明屋書店 宇和島明倫店
明屋書店 ⽯井店
明屋書店 新居浜松⽊店
Ｈａｒｕｙａ Ｓｐｉｒｉｔｓ⽯⼿店
明屋書店 川東店
明屋書店 南宇和店
明屋書店 中央通店
明屋書店 今治本店
明屋書店 松前店
明屋書店 ⼤洲店
明屋書店 ⻄条福武店

愛媛県

⾹川県

徳島県

⼭⼝県



明屋書店 東予店
明屋書店 内⼦店
明屋書店 ⼋幡浜店
明屋書店 四万⼗川店
明屋書店 宿⽑店
丸善 博多店
ジュンク堂書店 福岡店
紀伊國屋書店 久留⽶店
紀伊國屋書店 福岡本店
紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店
明屋書店 くりえいと宗像店
明屋書店 伊加利店
明屋書店 ⼩倉沼新町店
明屋書店 ⾏橋⾏事店
明屋書店 豊前店

佐賀県 紀伊國屋書店 佐賀店
⻑崎県 紀伊國屋書店 ⻑崎店

紀伊國屋書店 熊本光の森店
紀伊國屋書店 あらおシティモール店
紀伊國屋書店 熊本はません店
⾦⿓堂 まるぶん店
明屋書店 サンロードシティ熊本店
明屋書店 錦店
明屋書店 免⽥店
明屋書店 多良⽊店
⾦⿓堂 ⼋代ファースト⽂庫店
ジュンク堂書店 ⼤分店
紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店
明屋書店 ⼤分フリーモールわさだ店
明屋書店 ⾼城店
明屋書店 宇佐店
明屋書店 ⾅杵野⽥店
明屋書店 ⽇⽥店
明屋書店 コスモタウン佐伯店
明屋書店 賀来店
明屋書店 中津本店
明屋書店 豊後⾼⽥店
紀伊國屋書店 アミュプラザみやざき店
ＪＡ明屋書店 ⾼千穂店
ジュンク堂書店 ⿅児島店
ＭＡＲＵＺＥＮ 天⽂館店
紀伊國屋書店 ⿅児島店
明屋書店 川内店

沖縄県 ジュンク堂書店 那覇店

⿅児島県

宮崎県

⼤分県

熊本県

福岡県

⾼知県


