
WAY TO GO!取扱店

住所
ツタヤ津島モール店
ツタヤ大安寺店 岡山県岡山市北区野殿西町３２９－１
フミヤ書店 岡山県岡山市北区富田町１－９－１
大森隆文堂書店 岡山県岡山市北区表町３－１０－８
丸善シンフォニービル 岡山県岡山市北区表町１－５－１
紀伊國屋クレド岡山店 岡山県岡山市北区中山下１－８－４５
本の森セルバさんすて岡山店 岡山県岡山市北区駅元町１番１－２０１号
天満屋ストア岡北店 岡山県岡山市北区中井町２－２－７
岡山大学生協ブックＳ 岡山県岡山市津島中３－１－１
有）河原書店 岡山県岡山市北区富田町２－２－１７
未来屋書店岡山店
ツタヤ高屋店 岡山県岡山市中区高屋５０
ツタヤ岡山西大寺店 岡山県岡山市東区西大寺上１－１－４６
宮脇書店上道店 岡山県岡山市東区東平島１６０９マルナカ１Ｆ
宮脇書店平島店 岡山県岡山市東区東平島神名１００１－１
ＢＬあきば高島店 岡山県岡山市中区国府市場６０－４
天満屋ストア西大寺店 岡山県岡山市東区西大寺南１－２－５
Ｈｉｒｏｔａｎｉｙａ 岡山県岡山市東区可知１丁目６２－１２
ツタヤＦ古新田店 岡山県岡山市南区古新田１２４７－１
宝書店平井店 岡山県岡山市中区倉田６２５－２
ツタヤＡＺ岡南店 岡山県岡山市南区築港新町２－１－１５
ツタヤＡＺ平井店 岡山県岡山市中区平井７－１８－１６
天満屋ストア岡南店 岡山県岡山市南区築港新町１－１８－５
宮脇書店藤田店 岡山県岡山市南区藤田５６０－２０９
ツタヤ中庄店 岡山県倉敷市平田９３６－１
ツタヤ中島店 岡山県倉敷市中島２２３６－１０３
ＢＬあきば倉敷大高店 岡山県倉敷市沖新町８８－７
喜久屋書店倉敷店 岡山県倉敷市水江１イオン倉敷内
ささおき書店 岡山県倉敷市新田２６７７－１
廣文館アリオ倉敷店
ツタヤ児島店 岡山県倉敷市児島下の町２－１－５８
ブックプラザＡＺ茶屋町店 岡山県倉敷市茶屋町６０１－２
興文社本店 岡山県玉野市築港１－４－３
ブックスくちき 岡山県倉敷市福田町古新田７２０－３
ツタヤＡＺ玉野店 岡山県玉野市宇野１－１１－１　１Ｆ
スヤマ文具店 岡山県倉敷市水島東寿町２－１
小野書店 岡山県岡山市北区高松原古才３３
ツタヤ井原店 岡山県井原市高屋町３－２４－２
ツタヤ笠岡富岡店 岡山県笠岡市富岡２３３－１
宮脇書店今城玉島店 岡山県倉敷市玉島爪崎９８１－１マルナカ内
宮脇書店真備店 岡山県倉敷市真備町川辺１９０４－１
宮脇書店総社店 岡山県総社市井手１０４９－１
天満屋鴨方店 岡山県浅口市鴨方町六条院中２１２８－１
吉川隆泉堂鴨方店 岡山県浅口市鴨方町六条院中３５４２
カワハラ書店 岡山県総社市門田１８７リブ２１内
ＢＣアイランド 岡山県笠岡市三番町６－１０
荒木書店 岡山県総社市総社１－１４－２０
ツタヤＡＺ・玉島店 岡山県倉敷市玉島１６５１－１
ツタヤウエストランド店 岡山県津山市二宮７１
津山ＢＣ本店 岡山県津山市河辺１１５０－８
津山ＢＣイオン店 岡山県津山市河辺１００１
美作ブックセンター 岡山県美作市入田２３７
津山ＢＣアルネ店 岡山県津山市新魚町１７アルネ津山３階
ＢＣコスモ 岡山県津山市川崎２１４－１
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中島書店美作店 岡山県美作市明見１７２－２
三省堂書店岡山店 岡山県岡山市北区駅元町１－１－２Ｆ
フタバ図書岡山青江店 岡山県岡山市南区泉田２２－３
啓文社岡山本店 岡山県岡山市北区下中野３７７－１
天満屋ストア高梁店 岡山県高梁市中原町１０８４－１
津山ＢＣ真庭店 岡山県真庭市惣１５１－１
ＢＬタチカワ 岡山県真庭市久世２４１５
開進堂書店高梁店 岡山県高梁市落合町阿部１７００ゆめタウン高梁２Ｆ
ツタヤ山陽店 岡山県赤磐市下市４１３－１
ローソン　岡山中央店 岡山県岡山市中央町３－６
ローソン　岡山柳町一丁目店 岡山県岡山市北区柳町１ー１２－１
ローソン　岡山厚生町１丁目店 岡山県岡山市厚生町１－８－１０
ローソン　岡山幸町店 岡山県岡山市幸町７－２０
ローソン　岡山リットＣビル店 岡山県岡山市駅元町１５－１
ローソン　岡山本町店 岡山県岡山市本町３－１２８－４
ローソン　岡山駅前店 岡山県岡山市北区本町２番１０１
ローソン　岡山庭瀬駅前 岡山県岡山市北区平野４２０番１
ローソン　後楽園通店 岡山県岡山市富田町２－１２－２０
ローソン　岡山番町二丁目店 岡山県岡山市番町２－２－１５
ローソン　岡山浜三丁目店 岡山県岡山市中区浜３－３－２３
ローソン　岡山藤原西町店 岡山県岡山市中区藤原西町２－７－４５
ローソン　岡山高屋店 岡山県岡山市高屋１２０－３
ローソン　岡山長岡団地 岡山県岡山市中区長岡３５６-３
ローソン　榊原病院店 岡山県岡山市北区中井町２－５－１７
ローソン　岡山法界院店 岡山県岡山市津島東１－２－５
ローソン　岡山津島南二丁目 岡山県岡山市北区津島南２－８７６－２
ローソン　岡山伊島店 岡山県岡山市北区伊島町２-２２-２６
ローソン　岡山津島西坂一丁目店
ローソン　岡山楢津店 岡山県岡山市北区楢津７８０－１
ローソン　岡山辛川西店 岡山県岡山市西辛川６３１－１
ローソン　岡山辛川市場店 岡山県岡山市辛川市場３７５－１
ローソン　岡山横井上店 岡山県岡山市横井上字三軒屋後道東２０２－１
ローソン　岡山御津店 岡山県岡山市御津野々口２４３－１
ローソン　岡山北警察署前店 岡山県岡山市御津草生２１２８－１
ローソン　吉備中央町店 岡山県加賀郡吉備中央町下加茂１０４－１
ローソン　岡山倉富店 岡山県岡山市倉富２２７－１２
ローソン　岡山トラックターミナル西 岡山県岡山市中区倉富字十割
ローソン　岡山江崎店 岡山県岡山市江崎字四割４６９
ローソン　岡山飽浦店 岡山県岡山市飽浦１４３６
ローソン　岡山築港新町店 岡山県岡山市築港新町１－１－３１
ローソン　岡山あけぼの町店 岡山県岡山市南区あけぼの町２－３－１
ローソン　福浜西店 岡山県岡山市福浜西町６－２０
ローソン　岡山洲崎店 岡山県岡山市洲崎３－１５－２５
ローソン　岡山福富店 岡山県岡山市福富西１－１－１００
ローソン　岡山福田店 岡山県岡山市福田２２９－３
ローソン　岡山泉田店 岡山県岡山市泉田３３６－１
ローソン　岡山新保店 岡山県岡山市南区新保１１６６
ローソン　岡山十日市店 岡山県岡山市十日市中町６－２８
ローソン　岡山門田屋敷店 岡山県岡山市門田屋敷５－１－９
ローソン　岡山森下町 岡山県岡山市中区森下町６５-１
ローソン　岡山北方店 岡山県岡山市北区北方２－１２５０－１
ローソン　岡山中原店 岡山県岡山市北区中原５３９
ローソン　岡山原店 岡山県岡山市北区原４３０－１
ローソン　赤磐桜が丘東店 岡山県赤磐市桜が丘東五丁目５番２９７
ローソン　赤磐町苅田店 岡山県赤磐市町苅田８－９２１―２
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ローソン　和気町佐伯店 岡山県和気郡和気町佐伯字日ノ窪１６８－１
ローソン　和気町石生店 岡山県和気郡和気町本８６
ローソン　和気町店 岡山県和気郡和気町福富４２４－１
ローソン　備前吉永町店 岡山県備前市吉永町吉永中３５８－１
ローソン　備前木谷店 岡山県備前市木谷２６６－１
ローソン　備前伊部久保田店 岡山県備前市伊部久保田２１６０－１
ローソン　虫明インター店 岡山県瀬戸内市邑久町福谷３２６７
ローソン　瀬戸内牛窓町 岡山県瀬戸内市牛窓町長浜６８７０－３３
ローソン　岡山邑久町店 岡山県瀬戸内市邑久町尾張２８２－１
ローソン　岡山神崎町店 岡山県岡山市神崎町８９－１
ローソン　岡山益野店 岡山県岡山市東区益野町２３０－２
ローソン　上道駅前店 岡山県岡山市上道北方６５８－１
ローソン　南古都店 岡山県岡山市東区南古都５１０－１
ローソン　岡山富崎 岡山県岡山市東区富崎７３２-１
ローソン　岡山瀬戸町店 岡山県岡山市瀬戸町江尻１０９１－１
ローソン　岡山瀬戸町沖店 岡山県岡山市東区瀬戸町沖字鴨尻３２７
ローソン　岡山大学病院店 岡山県岡山市鹿田町２－１１７
ローソン　岡山市役所店 岡山県岡山市北区大供一丁目１番１
ローソン　岡山大供本町店 岡山県岡山市北区大供本町４９４
ローソン　岡山大元駅前店 岡山県岡山市北区西古松２－２－１
ローソン　岡山野田西店 岡山県岡山市北区野田３－８－１０９
ローソン　岡山ドーム前店 岡山県岡山市今１－９－１０１
ローソン　岡山西崎一丁目店 岡山県岡山市西崎１－８－２７
ローソン　岡山高柳西町 岡山県岡山市北区高柳西町
ローソン　野殿西町店 岡山県岡山市野殿西町４１５－７
ローソン　岡山平野店 岡山県岡山市平野１０１２－１
ローソン　倉敷下庄店 岡山県倉敷市下庄６４９－１
ローソン　中庄駅前店 岡山県倉敷市鳥羽１４－４
ローソン　マスカットスタジアム前店 岡山県倉敷市中庄３５２５－２
ローソン　岡山箕島店 岡山県岡山市箕島８５１－５
ローソン　岡山古新田店 岡山県岡山市南区古新田２８－２
ローソン　岡山大福店 岡山県岡山市大福１５２－１
ローソン　岡山下中野店 岡山県岡山市下中野６６４－１
ローソン　下中野本町店 岡山県岡山市下中野３５７－１０１
ローソン　岡山妹尾店 岡山県岡山市妹尾字喜路４１４１－４
ローソン　早島町店 岡山県都窪郡早島町早島字頓行１４４１－１
ローソン　倉敷西田店 岡山県倉敷市西田１２３－１
ローソン・倉敷美和二丁目店 岡山県倉敷市美和２－１１３０－２
ローソン　倉敷阿知二丁目店 岡山県倉敷市阿知２－１０－２１
ローソン　倉敷南町店 岡山県倉敷市南町７－１８
ローソン　倉敷沖店 岡山県倉敷市沖６５－１
ローソン　倉敷中島店 岡山県倉敷市中島１３８７－２
ローソン　倉敷西阿知町店 岡山県倉敷市西阿知町３５４-１
ローソン　倉敷水江店 岡山県倉敷市水江字往来南１５９９－５３
ローソン　倉敷八軒屋店 岡山県倉敷市八軒屋２４３－１
ローソン　倉敷亀山店 岡山県倉敷市亀山７３０－７
ローソン　玉野田井三丁目店 岡山県玉野市田井３－１－２３
ローソン　玉野長尾店 岡山県玉野市長尾３８５－１
ローソン　倉敷児島下の町十丁目 岡山県倉敷市児島下の町１０-３６２-４
ローソン　児島駅南店 岡山県倉敷市児島駅前３－１８
ローソン　児島インター店 岡山県倉敷市児島阿津１－３－５
ローソン　倉敷児島小川七丁目 岡山県倉敷市児島小川７-１２５７-１
ローソン　倉敷林店 岡山県倉敷市林２１４６－４
ローソン　倉敷郷内店 岡山県倉敷市林字戸津田５５３番１
ローソン　倉敷広江五丁目店 岡山県倉敷市広江５－７－３５



WAY TO GO!取扱店

ローソン　倉敷東塚一丁目店 岡山県倉敷市東塚１－１５－１５
ローソン　倉敷福田店 岡山県倉敷市福田町古新田９１８－３
ローソン　倉敷北畝五丁目店 岡山県倉敷市北畝５－１４－５５
ローソン　倉敷北畝六丁目店 岡山県倉敷市北畝６－６２７－１
ローソン　倉敷北畝二丁目店 岡山県倉敷市北畝２－２－７
ローソン　倉敷神田店 岡山県倉敷市神田３－１４－３
ローソン　倉敷中島小溝店 岡山県倉敷市中島字小溝２６３２－１
ローソン　倉敷鶴新田店 岡山県倉敷市連島町鶴新田２９２０－４
ローソン　倉敷玉島三丁目店 岡山県倉敷市玉島３－１４－２５
ローソン　金光町店 岡山県浅口市金光町占見新田１１－２
ローソン　浅口里庄店 岡山県浅口郡里庄町里見４３２５－１
ローソン　浅口寄島店 岡山県浅口市寄島町１６０８９－４２
ローソン　井原笹賀町店 岡山県井原市笹賀町字才ノ元４１６－１
ローソン　井原駅前通店 岡山県井原市井原町９５－３
ローソン　矢掛本陣 岡山県小田郡矢掛町小林１８４－２
ローソン　倉敷真備町川辺 岡山県倉敷市真備町川辺字大西１７４６-１
ローソン　総社久代店 岡山県総社市久代４８８２－１
ローソン　清音店 岡山県総社市清音上中島１６３－３
ローソン　総社真壁店 岡山県総社市真壁川渕１２６８－３
ローソン　総社中央四丁目店 岡山県総社市中央４－１－１０１
ローソン　総社市三須店 岡山県総社市三須１８２７－２
ローソン　総社宍粟店 岡山県総社市宍粟字浅田８４７
ローソン　総社吉備路店 岡山県総社市宿字原９５-１
ローソン　総社黒尾店 岡山県総社市黒尾字木塚２３９番
ローソン　高梁落合町店 岡山県高梁市落合町阿部９－２
ローソン　成羽町店 岡山県高梁市成羽町下原２６５－１
ローソン　高梁駅前店 岡山県高梁市旭町１３１２
ローソン　高梁津川町店 岡山県高梁市津川町今津１７３８－１
ローソン　新見長屋店 岡山県新見市長屋３３２－１
ローソン　新見正田店 岡山県新見市正田９４－１
ローソン　新見日ノ出町店 岡山県新見市新見７１６－１
ローソン　新見駅前店 岡山県新見市高尾２４６５番
ローソン　新見高尾店 岡山県新見市高尾字川端２１９０-１
ローソン　北房インター店 岡山県真庭市上水田５１３３－１
ローソン　湯原温泉店 岡山県真庭市湯原温泉２２１
ローソン　中国勝山店 岡山県真庭市勝山３６３－１
ローソン　真庭下方店 岡山県真庭市下方字川田１２５３－１
ローソン　真庭久世店 岡山県真庭市久世２２５９－１
ローソン　真庭市役所前 岡山県真庭市久世２９３９－１
ローソン　落合インター店 岡山県真庭市上市瀬１６３－１
ローソン　赤磐吉井店 岡山県赤磐市福田２１７－４
ローソン　美作福本店 岡山県美作市福本６１１－１
ローソン　美作湯郷店 岡山県美作市湯郷１３５－１
ローソン　勝央町店 岡山県勝田郡勝央町黒土７９８－１
ローソン　勝央勝間田店 岡山県勝田郡勝央町勝間田７２６－１
ローソン　美作インター店 岡山県美作市豊国原３４４－１
ローソン　美作作東店 岡山県美作市川北７９１
ローソン　美作杉原店 岡山県美作市杉原２８７－１
ローソン　岡山奈義町店 岡山県勝田郡奈義町滝本１６１０
ローソン　津山杉宮店 岡山県津山市杉宮７３９－５
ローソン　津山加茂町店 岡山県津山市加茂町桑原６６－１
ローソン　津山高野店 岡山県津山市高野本郷１２６９－１
ローソン　津山柳通店 岡山県津山市沼８７－２
ローソン　津山上河原店 岡山県津山市小原３０３－１
ローソン　作陽高校前店 岡山県津山市横山４０９－７
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ローソン　津山昭和町店 岡山県津山市昭和町１－７０－２
ローソン　津山城西通店 岡山県津山市小田中１３１４－１
ローソン　津山院庄店 岡山県津山市神戸３４６－１
ローソン　津山高尾店 岡山県津山市高尾４６２－１
ローソン　久米美咲町大戸店 岡山県久米郡美咲町大戸下１７０－１
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