
■BBM 公式 HP より購⼊ 
https://www.sportsclick.jp/products/detail.php?product_id=9931&cart=1 
 
■BBM 受注センターより購⼊ 
フリーダイヤル 0120-911-410（⽉〜⾦ 10:00〜12:00/13:00〜16:00 ※祝祭⽇除く） 
 
■書店での購⼊ 
※場合によっては品切れの可能性がございますが、店頭でのご注⽂可能です。 
 
〈以下、順不同〉 
紀伊國屋厚別店 
ｉ・ＢＯＯＫイトーヨーカドー福住店 
ｉ・ＢＯＯＫイトーヨーカドー屯⽥店 
三省堂書店札幌店 
ダイヤ書房本店 
札幌弘栄堂書店北郷店 
紀伊國屋書店仙台店 
くまざわ書店エスパル仙台店 
ジュンク堂書店仙台ＴＲ店 
伊吉書院⻄店 
⾦⼊下⽥店 
東⼭堂北上店 
東⼭堂イオンモ−ル前潟盛岡店 
東⼭堂イオンモール盛岡南店 
岩瀬書店富久⼭店 
岩瀬書店⼋⽊⽥店 
加賀⾕書店茨島店 
旭屋書店イオンモール浦和美園店 
須原屋 
⽂真堂北越⾕店Ｔ・Ｃ 
須原屋川⼝前川店             
三省堂書店⼤宮店 
ほんのいえ宮脇書店越⾕店 
⽂真堂幸⼿店 
須原屋コルソ店 
⾼砂屋ＰＡＰＡ上尾店 



旭屋書店新越⾕店 
堀江良⽂堂 
博⽂堂書店君津店 
福家書店市川店 
くまざわ書店ペリエ千葉本店 
ブックファーストシャポー市川店 
⼋重洲Ｂ・Ｃイトーヨーカドー⼋千代店   
くまざわ書店⼋千代台店 
⽂真堂書店上原店 
⽂真堂書店タイムクリップゲオ倉賀野店 
ブックマンズアカデミー太⽥店 
ブックマンズアカデミー前橋店 
⼋重洲ブックセンター宇都宮パセオ店 
ﾌﾞｯｸﾌｧｰｽﾄルミネ川越店 
yc-vox ワカバウォーク店 
VVニッケコルトンプラザ 
ＶＶイオンモール幕張新都⼼        
朗⽉堂 
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ敦賀店 
ＫａＢｏｓ武⽣店 
勝⽊書店新⼆の宮店 
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳＷＡＳＳＥ店 
北国書林松任店              
きくざわ書店ナッピィモール店       
ＫａＢｏＳ⼤桑店 
⾦沢ビーンズ明⽂堂 
うつのみや⾦沢⾹林坊店 
うつのみや⼩松城南店 
うつのみや⾦沢⼯⼤前店 
うつのみや⼩⽴野店 
⼭⾕書店 
清明堂マリエ店 
⽂苑堂書店清⽔町店 
⽂苑堂書店藤の⽊店 
⽂苑堂本郷店 
⽂苑堂書店新野村店 



⽂苑堂書店富⼭豊⽥店           
喜久屋書店⾼岡店             
知遊堂三条店 
萬松堂 
笠原書店 
平安堂新⻑野店 
平安堂飯⽥店 
平安堂伊那店 
平安堂若槻店 
平安堂川中島店 
平安堂東和⽥店 
平安堂座光寺店 
平安堂上⽥しおだ野店 
平安堂佐久インターウェーブ店 
平安堂諏訪店 
平安堂更埴店 
平安堂あづみ野店 
平安堂塩尻店 
平安堂上⽥店 
住吉書房元住吉店 
住吉書房新杉⽥店 
住吉書房保⼟ヶ⾕店 
ＡＣＡＤＥＭＩＡ 港北店 
ブックファーストモザイクモール港北店 
ﾌﾞｯｸﾌｧｰｽﾄ⻘葉台店 
北野書店本店 
島森書店 
サクラ駅ビル店 
ﾌﾞｯｸﾌｧｰｽﾄボーノ相模⼤野店 
伊勢治書店ダイナシティ店 
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店橋本店 
吉⾒書店⻯南店 
江崎書店袋井店 
豊川堂カルミア店 
豊川堂新⽥原店 
鎌倉⽂庫岡崎南店 



⼤洞堂⽻島店 
明屋書店イケヤ磐⽥東店 
啓林堂書店奈良店 
啓林堂書店新⼤宮店 
多屋孫書店 
⼤垣書店 イオンモール堺鉄砲町店     
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 
旭屋書店なんばＣＩＴＹ店 
ブックファーストなんばウォーク店 
ブックファースト三国店 
ブックファースト野⽥アプラ店 
紀伊國屋書店梅⽥本店 
⼤垣書店⻲岡店 
⼤垣書店烏丸三条店 
⼤垣書店⼆条駅店 
⼤垣書店イオンモール京都店 
⼤垣書店イオンモ−ル京都桂川店 
井⼾書店 
くまざわ書店藤原台店 
くまざわ書店コロワ甲⼦園店 
ブックユートピア 野間店 
廣⽂館呉駅ビル店 
紀伊國屋書店広島店 
廣⽂館広島駅ﾋﾞﾙ店 
廣⽂館ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ⾼陽店 
廣⽂館⾦座街本店 
廣⽂館フジグラン広島店 
廣⽂館三原宮浦店 
廣⽂館福⼭駅ビル店 
廣⽂館緑井天満屋店 
NET21 本の森セルバ BRANCH 岡⼭店 
喜久屋書店倉敷店 
宮脇書店アリオ倉敷店 
今井書店出雲店 
今井書店グループセンター店 



今井書店吉成店 
今井書店倉吉パープルタウン店 
本の学校今井ブックセンター 
宮脇書店徳⼭店 
明屋書店ＭＥＧＡ新下関店 
明屋書店光店 
明屋書店下松店 
明屋書店富⽥店 
明屋書店厚狭店 
明屋書店萩店 
⾦⾼堂書店 
⾦⾼堂朝倉ブックセンター 
⾦⾼堂⼟佐⼭⽥店 
明屋書店 MEGA平⽥店 
明屋書店空港通店 
明屋書店川東店 
明屋書店川之江店 
明屋書店⽯井店 
明屋書店⼤洲店 
Ｓｅｒｅｎ Ｄｉｐ 明屋書店アエル店   
明屋書店宇和島明倫店 
明屋書店⼋幡浜店 
明屋書店メガ⻄ノ⼟居店 
カルチャーシティ平惣川内店 
カルチャーシティ平惣⽻ノ浦国道店 
カルチャーシティ平惣⼩松島店 
カルチャーシティ平惣阿南センター店 
カルチャーシティ平惣書店タクト店 
ブックシティ平惣徳島店 
カルチャーシティ平惣⽥宮店 
ＢＯＯＫＩＮＮ⾦進堂 
⾦進堂書店⻑者原店 
⾦修堂サンリブ古賀店 
紀伊國屋書店福岡本店 
⾦⿓堂まるぶん店 
ブックシティ⼀⼼堂 



明屋書店川内店 
⽥中書店川東店              
紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店    
明屋書店宇佐店 
明屋書店⾅杵野⽥店 
ジュンク堂書店那覇店 
球陽堂書房メインプレイス店 
⼋重洲ブックセンター 
ブックファースト新宿店 
烏⼭書房 
書泉グランデ 
書泉ブックタワー 
福家書店アリオ北砂店 
廣⽂館イトーヨーカドー曳船店 
OBC東京ドームシティ店 
旭屋池袋店 
明屋書店中野ブロードウェイ店 
ブックファースト中野店          
ブックファースト練⾺店 
三省堂書店池袋本店 
ブックス・ルーエ 
ブックファーストアトレ吉祥寺店 
くまざわ書店⼋王⼦店 
⼋重洲Ｂ・Ｃイトーヨーカドー武蔵境店   
久美堂本店 
久美堂本町⽥店 
三⽯堂国分寺店 
⼋⽂字屋書店泉店 
三省堂書店海⽼名店 
紀伊國屋書店堺北花⽥店 
紀伊國屋書店京橋店 
⽂学館緑地駅前店 
未来屋書店⼤⽇店 
紀伊國屋書店⾼槻店 
未来屋書店四條畷店 
紀伊國屋書店泉北店 



⻄村書店 
紀伊國屋書店神⼾店 
フタバ図書 GIGA広島駅ビル店 
宮脇書店徳島本店 
宮脇書店本店 
TSUTAYA BOOKSTORE マークイズ福岡ももち 
ジュンク堂書店⼤阪本店 
⽥村書店上新庄店 
⽥村書店⻄九条店 
⽥村書店吹⽥さんくす店 
⽥村書店南茨⽊店 
⽥村書店富⽥店 
⽥村書店千⾥丘店 
⽥村書店千⾥中央店 
⽥村書店緑地店 
⽥村書店天下茶屋店 
⽥村書店ららぽーと和泉店 
宮脇書店ロイネット和歌⼭店 
丸善京都本店 
ジュンク堂書店三宮店 
⽥村書店武庫之荘北店 
⽥村書店猪名川店 
⽥村書店川⻄店 
キャップ書店逆瀬川店 
宮脇書店加古川店 
宮脇書店四⽇市本店 
⼾⽥書店前橋本店 
⼾⽥書店⾼崎店 
⼾⽥書店⻑岡店 
⼩⼭助学館本店 
第⼀書林南⼝店 
第⼀書林北⼝店 
ブックスＰ１⾚⽻ 
 
 
 



■カードショップでの購⼊ 
⽇本最⼤級のスポーツカード専⾨チェーン店「ミント」 
https://mint-web.jp/ 
 
ディスカウント⼆⽊トレーディングカード 
https://www.target.co.jp/ 
 
カードファナティック渋⾕店 
https://www.cardfanatic.co.jp/ 
 
■ラグビー専⾨店での購⼊ 
RUGBY ONLINE TOKYO 
東京都中央区⽇本橋 3-2-13-3F 
11：00〜19：00 
https://www.rugbygoods.com/ 
 
フットボールマーク 
群⾺県前橋市六供町 1-8-6 
TEL027-289-0033（10:00〜18:30 ※⽉・⽕定休） 
https://www.football-mark.com/ 
 
ラグビーショップ トリコロール 
横浜店 横浜市中区花咲町 2-65-6 コウノビル MM21 7F 
TEL045-325-8855（10:30〜20:00/⽇祭⽇ 10:00〜19:00 ※ 定休⽇毎週⽊曜） 
名古屋店 名古屋市中区栄 5-16-15 
TEL052-252-0322（10:30〜20:00/⽇祭⽇ 10:00〜19:00 ※ 定休⽇毎週⽊曜） 
⼤阪店 ⼤阪市都島区東野⽥町 1-5-1 
TEL06-6354-6111（11:00〜20:00/⽇祭⽇ 10:00〜19:00 ※ 定休⽇毎週⽊曜） 
京都本店 京都市下京区河原町通松原上ル清⽔町 295 
TEL075-341-0824（10:30〜20:00/⽇祭⽇ 10:00〜19:00 ※ 定休⽇毎週⽊曜） 
福岡店 福岡市博多区上川端町 11-283 
TEL092-291-2020（10:30〜20:00/⽇祭⽇ 10:00〜19:00 ※ 定休⽇毎週⽊曜） 
 
カンタベリーショップ⻘⼭店 
東京都港区北⻘⼭ 2-7-28 NA ビル 
TEL03-5411-5005（10:30〜20:00／⽇祝 10:30〜19:00 ※定休⽇第 2 ⽕曜） 


