
紀伊國屋書店　札幌本店

ヴィレッジヴァンガード　札幌エスタ店

ｎｅｗ　ｓｔｙｌｅ　札幌ピヴォ

アニメイト　札幌店

コミックとらのあな　札幌店

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール旭川駅前店

ジュンク堂書店　旭川店

苫小牧市 ヴィレッジヴァンガード　イオン苫小牧店

八戸市 ＮＥＴ２１伊吉書院類家店

十和田市 ヴィレッジヴァンガード　イオン十和田店

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール秋田

ヴィレッジヴァンガード　秋田ＯＰＡ店

加賀谷書店　茨島店

ジュンク堂書店　秋田店

由利本荘市 ミライア　本荘店

山形市 こまつ書店　西田店

天童市 ＴＥＮＤＯ八文字屋

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール盛岡南店

東山堂　三ツ割店

さわや書店　ＯＲＩＯＲＩ店

北上市 ヴィレッジヴァンガード　さくら野北上店

石巻市 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール石巻店

名取市 ヴィレッジヴァンガードイオンモール名取店

丸善　仙台アエル店

あゆみＢｏｏｋｓ　仙台一番町店

喜久屋書店　仙台店

ヴィレッジヴァンガード　仙台ロフト店

ジュンク堂書店　仙台ＴＲ店

よしのや本間仙台愛子店

コミックとらのあな　仙台店

福島市 ブックエキスプレス　福島東口店

郡山市 ヴィレッジヴァンガード　ブーフ郡山店

いわき市 ブックエース　上荒川店

甲府市 ジュンク堂書店　岡島甲府店

長野市 平安堂　新長野店

松本市 ヴィレッジヴァンガード　松本パルコ店

飯田市 平安堂　飯田店

伊那市 平安堂　伊那店

佐久市 平安堂　佐久インターウェーブ店

安曇野市 平安堂　あづみ野店

小千谷市 宮脇書店　小千谷店

ジュンク堂書店　新潟店

ヴィレッジヴァンガード　新潟ビルボードプレイス店

コミックとらのあな　新潟店

新潟市秋葉区 ＮＥＴ２１英進堂新潟店

新潟市西区 知遊堂　亀貝店

ヴィレッジヴァンガード　ファボーレ店

ＢＯＯＫＳなかだ　本店　コミックラボ

北海道

札幌市中央区

旭川市

青森県

秋田県

秋田市

panpanyaフェア参加店舗

山梨県

長野県

新潟県

新潟市中央区

富山県

富山市

山形県

岩手県

盛岡市

宮城県

仙台市青葉区

福島県



ヴィレッジヴァンガード　イオン高岡店

文苑堂書店　新野村店

福井市 ヴィレッジヴァンガード　西武福井

ヴィレッジヴァンガード　イオンタウン金沢示野店

ヴィレッジヴァンガード　金沢パティオ店

未来屋書店　金沢フォーラス店

小松市 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール新小松店

ヴィレッジヴァンガード　インターパーク店

ヴィレッジヴァンガード　ＳＳベルモール宇都宮店

ヴィレッジヴァンガードララスクエア宇都宮

ヴィレッジヴァンガード　宇都宮パルコ店

喜久屋書店　宇都宮店

とらのあな　宇都宮店

足利市 タイムクリップ　足利助戸店

栃木市 うさぎや　栃木城内店

佐野市 ヴィレッジヴァンガードイオン佐野新都市店

ブックエース　見和店

ブックエース　茨大前店

川又書店　エクセル店

土浦市 ヴィレッジヴァンガード　イオン土浦店

ヴィレッジヴァンガード　イーアスつくば店

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店

ヴィレッジヴァンガード　イオンモールつくば店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば

前橋市 紀伊國屋書店　前橋店

ブックマンズアカデミー　高崎店

戸田書店　高崎店

ヴィレッジヴァンガード　川越ルミネ店

ブックファースト　ルミネ川越店

行田市 宮脇書店　行田持田店

秩父市 タイムクリップ　秩父黒谷店

タイムクリップ　北越谷店

ヴィレッジヴァンガード　＋ＰＬＵＳ

久喜市 ヴィレッジヴァンガード　モラージュ菖蒲店

富士見市 書泉芳林堂書店　みずほ台店

ジュンク堂書店　大宮高島屋店

ブックエキスプレス　ディラ大宮店

コミックとらのあな　大宮店

さいたま市中央区 ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽

コミックとらのあな　通信販売部

ヴィレッジヴァンガード　イオン市川妙典店

ときわ書房　本八幡店

ブックエキスプレス　ペリエ西船橋店

東京旭屋書店　船橋店

木更津市 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール木更津店

習志野市 丸善　津田沼店

ヴィレッジヴァンガード　マルイ柏ＶＡＴ店

ＫａＢｏＳ　ららぽーと柏の葉店

八千代市 ときわ書房　八千代台店

君津市 博文堂書店　君津店

コミックとらのあな　千葉店

三省堂書店　カルチャーステーション千葉店

千葉市美浜区 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール幕張新都心

茨城県

水戸市

つくば市

群馬県

高崎市

埼玉県

高岡市

福井県

石川県

金沢市

栃木県

宇都宮市

柏市

千葉市中央区

神奈川県

川越市

越谷市

さいたま市大宮区

千葉県

市川市

船橋市



ヴィレッジヴァンガード　横浜Ｗポーターズ

書泉芳林堂書店　関内店

ヴィレッジヴァンガード　横浜ルミネ店

有隣堂　横浜駅西口店

コミックとらのあな　横浜店

ブックエキスプレス　横浜南口店

横浜市港北区 天一書房　綱島店

横浜市戸塚区 有隣堂　戸塚モディ店

横浜市栄区 ブックエキスプレス　アトレ大船店

横浜市都筑区 有隣堂　センター南駅店

川崎市川崎区 ヴィレッジヴァンガード　川崎チッタ店

川崎市高津区 文教堂書店　溝ノ口本店

川崎市多摩区 啓文堂書店　稲田堤店

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店

啓文堂書店　橋本駅店

横須賀市 文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店

平塚市 サクラ書店　高村店

有隣堂　藤沢店

ジュンク堂書店　藤沢店

とらのあな　湘南藤沢店

ブックエキスプレス　リエール藤沢店

小田原市 石井商店

秦野市 伊勢原書店　秦野店

厚木市 アニメイト　本厚木店

ヴィレッジヴァンガード　イオン海老名店

三省堂書店　海老名店

足立区 文真堂書店　足立花畑店

葛飾区 文教堂書店　青戸店

ヴィレッジヴァンガード　ＶーＦＯＲＴ

ヴィレッジヴァンガードダイバーシティ東京

紀伊國屋書店　イトーヨーカドー木場店

紀伊國屋書店　ららぽーと豊洲店

江戸川区 ヴィレッジヴァンガード　西葛西店

台東区 ブックエキスプレス　エキュート上野店

中央区 八重洲ブックセンター　本店

北区 ブックエキスプレス　エキュート赤羽店

ジュンク堂書店　池袋本店

三省堂書店　池袋本店

書泉芳林堂書店　東長崎店

とらのあな　池袋店Ａ

ヴィレッジヴァンガード　池袋マルイ店

ヴィレッジヴァンガード　池袋アルタ店

コミックとらのあな　池袋店Ｂ

書泉芳林堂書店　高田馬場店

紀伊國屋書店　新宿本店　別館コミック

ブックファースト　新宿店

ブルービート　ヴィレッジヴァンガード

ＣＯＭＩＣ　ＺＩＮ　新宿店

コミックとらのあな　新宿店

アニメイト　新宿店

ブックエキスプレス　新宿南口店

書泉ブックタワー

ＣＯＭＩＣ　ＺＩＮ　秋葉原店

書泉グランデ

山下書店　半蔵門店

有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店

丸善　丸の内本店

コミックとらのあな　秋葉原店Ａ

ヴィレッジヴァンガード　お茶の水店

コミックとらのあな　秋葉原店Ｃ

横浜市中区

横浜市西区

相模原市緑区

千代田区

藤沢市

海老名市

東京都

江東区

豊島区

新宿区



ブックエキスプレス　東京駅エキュート京葉ストリート店

ＨＩＮＴ　ＩＮＤＥＸ　ＢＯＯＫ　エキュート東京店

文京区 ＮＥＴ２１往来堂書店　千駄木店

文教堂書店　浜松町店

ブックファースト　六本木店

ＰＡＰＥＲ　ＷＡＬＬ　エキュート品川店

ブックエキスプレス　エキュート品川サウス店

ブックファースト　レミィ五反田店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　五反田店

大田区 くまざわ書店コミックランドビーワン蒲田店

ヴィレッジヴァンガード　自由が丘店

ＮＥＴ２１恭文堂コミッククラフト店

ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＨＩＢＵＹＡ

ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ

啓文堂書店　渋谷店

ヴィレッジヴァンガード　渋谷本店

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店

青山ブックセンター　本店

ｂｏｏｋｓｈｅｌｆ　ＮＥＷｏＭａｎ新宿店

中野区 Ｂｏｏｋ＋東中野店

ブックショップ書楽

あゆみＢｏｏｋｓ　杉並店

ヴィレッジヴァンガード　高円寺店

ＮＥＴ２１今野西荻窪店

啓文堂書店　荻窪店

練馬区 竹島書店　江古田南口店

ヴィレッジヴァンガード　下北沢

紀伊國屋書店　玉川高島屋店

啓文堂書店　下高井戸店

文教堂書店　二子玉川店

八王子市 くまざわ書店コミックランドビーワン八王子店

オリオン書房　ノルテ店

オリオン書房　ルミネ立川店

ＰＡＰＥＲ　ＷＡＬＬ　エキュート立川店

とらのあな　立川店

ヴィレッジヴァンガード　オンザコーナー店

ブックスルーエ

ジュンク堂書店　吉祥寺店

啓文堂書店　吉祥寺店

三鷹市 啓文堂書店　三鷹店

府中市 啓文堂書店　府中本店

真光書店　本店

啓文堂書店　仙川店

ヴィレッジヴァンガード　町田ルミネ店

アニメイト　町田店

とらのあな　町田店

小金井市 くまざわ書店　武蔵小金井北口店

日野市 啓文堂書店　豊田店

国分寺市 ヴィレッジヴァンガード　セレオ国分寺店

国立市 ＰＡＰＥＲ　ＷＡＬＬ　ｎｏｎｏｗａ国立店

狛江市 啓文堂書店　狛江店

啓文堂書店　多摩センター店

ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店

西東京市 博文堂書店　田無店

沼津市 マルサン書店　仲見世店

島田市 ＮＥＴ２１島田いろは堂宮川店

富士市 ヴィレッジヴァンガード　イオン富士南店

磐田市 ヴィレッジヴァンガード　ららぽーと磐田店

ヴィレッジヴァンガード　静岡パルコ店

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店

千代田区

港区

品川区

目黒区

渋谷区

杉並区

静岡県

静岡市葵区

世田谷区

立川市

武蔵野市

調布市

町田市

多摩市



コミックとらのあな　静岡店

アマノ　アクト北店

谷島屋　浜松本店

アマノ　高丘店

浜松市西区 アマノ　入野店

浜松市北区 アマノ　三方原店

駿東郡 マルサン書店　サントムーン店

名古屋市千種区 ザ・リブレット　イオン千種店

名古屋市東区 ヴィレッジヴァンガードイオンナゴヤＤ前店

名古屋市西区 ヴィレッジヴァンガード　ＭＯＺＯ店

ヴィレッジヴァンガードビックカメラ名古屋

三省堂書店　名古屋本店

コミックとらのあな　名古屋店

星野書店　近鉄パッセ店

三省堂書店　名古屋高島屋店

ヴィレッジヴァンガード　アスナル金山

ジュンク堂書店　ロフト名古屋店

とらのあな　大須店

名古屋市中川区 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店

名古屋市天白区 ヴィレッジヴァンガード　本店

ヴィレッジヴァンガードイオンモール岡崎店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店

ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店

春日井市 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店

西尾市 ヴィレッジヴァンガード　ヴェルサウォーク西尾

江南市 ヴィレッジヴァンガード　アピタ江南店

小牧市 ヴィレッジヴァンガード　イオン小牧店

豊明市 ヴィレッジヴァンガード　豊明ポルト店

長久手市 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール長久手店

大垣市 喜久屋書店　大垣店

ヴィレッジヴァンガード　イオン四日市北店

ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店

ヴィレッジヴァンガード　イオンララパーク

ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店

ヴィレッジヴァンガードイオンモール鈴鹿店

ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店

員弁郡 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール東員

彦根市 サンミュージック　ハイパーブックス彦根

長浜市 サンミュージック　ハイパーブックス長浜

近江八幡市 ヴィレッジヴァンガード　イオン近江八幡店

サンミュージック　ハイパーブックス駒井沢

サンミュージック　ＨＢかがやき通り店

野洲市 本のがんこ堂　野洲店

東近江市 サンミュージック　ハイパーブックス八日市

ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店

喜久屋書店　漫画館京都店

コミックとらのあな　京都店

ふたば書房　御池ゼスト店

ふたば書房　京都駅八条口店

平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク店

大垣書店　京都ヨドバシ店

文教堂書店　京都店

アバンティブックセンター　京都店

大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店

ヴィレッジヴァンガードイオンモール京都店

京都岡崎　蔦屋書店

静岡市葵区

浜松市中区

愛知県

名古屋市中村区

名古屋市中区

滋賀県

草津市

京都府

京都市中京区

京都市下京区

京都市南区

岡崎市

岐阜県

三重県

四日市市

伊勢市

鈴鹿市

京都市左京区



大垣書店　高野店

京都市右京区 ヴィレッジヴァンガード　京都五条店

京都市山科区 ふたば書房　山科駅前店

亀岡市 大垣書店　亀岡店

城陽市 ヴィレッジヴァンガード　アルプラザ城陽店

喜久屋書店　漫画館阿倍野店

くまざわ書店　阿倍野店

ブックファースト　コミックランド梅田店

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店

ヨドバシカメラ　マルチメディア梅田店

ジュンク堂書店　大阪本店

紀伊國屋書店　グランフロント大阪店

コミックとらのあな　梅田店

ヴィレッジヴァンガード　なんばパークス店

ジュンク堂書店　難波店

コミックとらのあな　なんば店Ａ

わんだーらんど　なんば店

くまざわ書店　なんばパークス店

ジュンク堂書店　天満橋店

ヴィレッジヴァンガード　アメリカ村店

スタンダードブックストア

吹田市 キタモト書店　２号店

高槻市 大垣書店　高槻店

高槻市 ダイハン書房　高槻店

守口市 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール大日店

枚方市 ヴィレッジヴァンガード　京阪くずはモール

茨木市 サンミュージック　ハイパーブックス茨木

泉南市 ヴィレッジヴァンガードイオンりんくう泉南

神戸市東灘区 ジュンク堂書店　神戸住吉店

神戸市灘区 ブックファースト　六甲店

エンジョイスペースギルド

ジュンク堂書店　三宮店

ヴィレッジヴァンガード　三宮店

コミックとらのあな　三宮店

神戸市垂水区 ＦＵＴＡＢＡ＋プリコ垂水店

神戸市北区 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール神戸北店

ヴィレッジヴァンガード　尼崎キューズモール店

ふたば書房　つかしん店

ブックファースト　阪神尼崎店

西宮市 ジュンク堂書店　西宮店

奈良市 喜久屋書店　奈良駅店

大和郡山市 ヴィレッジヴァンガード　イオンＭ大和郡山

ヴィレッジヴァンガードイオンモール橿原店

喜久屋書店　橿原店

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール岡山店

とらのあな　岡山店

丸善　岡山シンフォニービル店

福山市 ヴィレッジヴァンガード　フジグラン神辺店

東広島市 ヴィレッジヴァンガードフジグラン東広島店

ヴィレッジヴァンガード　広島サンモール店

ＭＡＲＵＺＥＮ　広島店

コミックとらのあな　広島店

広島市南区 ジュンク堂書店　広島駅前店

広島市安佐南区 ヴィレッジヴァンガード　フジグラン緑井店

松江市 今井書店グループセンター店

兵庫県

神戸市中央区

尼崎市

奈良県

橿原市

岡山県

京都市左京区

大阪府

大阪市阿倍野区

大阪市北区

大阪市浪速区

大阪市中央区

岡山市北区

広島県

広島市中区

島根県



米子市 ヴィレッジヴァンガード　イオン米子駅前店

米子市 本の学校　今井ブックセンター

西伯郡 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール日吉津店

丸亀市 ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店

今治市 ヴィレッジヴァンガード　フジグラン今治店

伊予郡 ヴィレッジヴァンガード　エミフル松前店

徳島市 南海ブックス

板野郡 ヴィレッジヴァンガード　フジグラン北島店

三好郡 小山助学館　三加茂店

香美市 金高堂　土佐山田店

防府市 ヴィレッジヴァンガードイオンタウン防府店

福岡市東区 ヴィレッジヴァンガード　イオン香椎浜店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　福岡空港

ヴィレッジヴァンガード　ヨドバシ博多店

丸善　博多店

宮脇書店　黒木吉塚店

アニメイト　福岡天神店

ジュンク堂書店　福岡店

コミックとらのあな　福岡店

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール福岡伊都店

福岡金文堂　姪浜南店

喜久屋書店　小倉店

ブックセンタークエスト　小倉本店

北九州市八幡東区 ヴィレッジヴァンガード　イオン八幡東店

大牟田市 ヴィレッジヴァンガードゆめタウン大牟田店

行橋市 ヴィレッジヴァンガード　ゆめタウン行橋店

長崎市 ヴィレッジヴァンガード　みらい長崎ココウォーク店

佐世保市 ヴィレッジヴァンガード　イオン大塔店

大分市 紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店

別府市 ヴィレッジヴァンガード　ゆめタウン別府店

蔦屋書店　熊本三年坂

ヴィレッジヴァンガード　熊本パルコ店

長崎書店

熊本市南区 ヴィレッジヴァンガード　ゆめタウンはません店

鹿児島市 ジュンク堂書店　鹿児島店

宮崎市 蔦屋書店　宮崎高千穂通り

那覇市 ジュンク堂書店　那覇店

沖縄市 宮脇書店　中の町店

糸満市 ヴィレッジヴァンガード　しおざきシティ店

うるま市 ヴィレッジヴァンガード具志川メインシティ

島尻郡 ヴィレッジヴァンガード　イオン南風原店

愛媛県

徳島県

高知県

山口県

福岡県

福岡市博多区

鳥取県

香川県

熊本市中央区

鹿児島県

宮崎県

沖縄県

福岡市中央区

福岡市西区

北九州市小倉北区

長崎県

大分県

熊本県


