
都道府県 都市名 書店名

北海道 札幌市中央区 アニメイト　札幌店

北海道 札幌市中央区 スーパーブックス　札幌弘栄堂書店アピア店

北海道 札幌市中央区 紀伊國屋書店　札幌本店

岩手県 盛岡市 ジュンク堂書店　盛岡店

宮城県 仙台市青葉区 アニメイト　仙台店

宮城県 仙台市青葉区 喜久屋書店　仙台店

宮城県 名取市 未来屋書店　名取店

秋田県 由利本荘市 ミライア　本荘店

福島県 いわき市 アニメイト　イオンいわき

福島県 いわき市 ブックエース　イオンモールいわき小名浜店

福島県 いわき市 ブックエース　植田店

福島県 いわき市 ブックエース　小名浜店

福島県 いわき市 ブックエース　上荒川店

福島県 郡山市 アニメイト　郡山店

福島県 郡山市 岩瀬書店　富久山店プラスゲオ

茨城県 つくば市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば

茨城県 ひたちなか市 ブックエース　勝田東石川店

茨城県 下妻市 ブックエース　下妻店

茨城県 結城市 ブックエース　結城店

茨城県 坂東市 ブックエース　坂東店

茨城県 取手市 ブックエース　新取手店

茨城県 水戸市 アニメイト　水戸店

茨城県 水戸市 ブックエース　見和店

茨城県 水戸市 ブックエース　茨大前店

茨城県 水戸市 川又書店　県庁店

茨城県 水戸市 川又書店　エクセル店

茨城県 石岡市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ピアシティ石岡店

茨城県 筑西市 ブックエース　下館店

茨城県 那珂郡 ブックエース　東海店

茨城県 日立市 ブックエース　日立鮎川店

栃木県 宇都宮市 アニメイト　宇都宮店

群馬県 高崎市 アニメイト　高崎店

埼玉県 さいたま市浦和区 紀伊國屋書店　浦和パルコ店

埼玉県 さいたま市大宮区 三省堂書店　大宮店

埼玉県 久喜市 蔦屋書店　フォレオ菖蒲店

埼玉県 春日部市 ブックエース　春日部１６号線店

埼玉県 川越市 アニメイト　川越店

埼玉県 川口市 アニメイト　川口店

埼玉県 川口市 須原屋　川口前川店

埼玉県 川口市 文教堂書店　川口駅店

埼玉県 北葛飾郡 ブックエース　杉戸店

千葉県 習志野市 丸善　津田沼店



千葉県 松戸市 堀江良文堂書店　松戸店

千葉県 成田市 ブックエース　成田赤坂店

千葉県 成田市 未来屋書店　成田店

千葉県 千葉市中央区 アニメイト　千葉店

千葉県 千葉市中央区 三省堂書店　カルチャーステーション千葉店

千葉県 柏市 アニメイト　アリオ柏

千葉県 柏市 ＫａＢｏＳ　ららぽーと柏の葉店

東京都 江戸川区 あゆみＢｏｏｋｓ　瑞江店

東京都 荒川区 ＴＳＵＴＡＹＡ　町屋店

東京都 国分寺市 紀伊國屋書店　国分寺店

東京都 渋谷区 アニメイト　渋谷店

東京都 渋谷区 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ

東京都 新宿区 アニメイト　新宿店

東京都 新宿区 福家書店　新宿サブナード店

東京都 新宿区 ブックファースト　ルミネ新宿店

東京都 新宿区 ブックファースト　新宿店

東京都 新宿区 紀伊國屋書店　新宿本店　Ｃｏｍｉｃ＆ＤＶＤフォレスト

東京都 世田谷区 文教堂書店　二子玉川店

東京都 千代田区 書泉ブックタワー

東京都 千代田区 書泉グランデ

東京都 千代田区 有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店

東京都 千代田区 丸善　丸の内本店

東京都 足立区 ブックファースト　ルミネ北千住店

東京都 台東区 明正堂　アトレ上野店

東京都 大田区 くまざわ書店コミックランドビーワン蒲田店

東京都 町田市 アニメイト　町田店

東京都 八王子市 アニメイト　八王子店

東京都 府中市 啓文堂書店　府中本店

東京都 武蔵野市 アニメイト　吉祥寺パルコ

東京都 武蔵野市 ジュンク堂書店　吉祥寺店

東京都 武蔵野市 ブックスルーエ

東京都 豊島区 東京旭屋書店　池袋店

東京都 豊島区 ジュンク堂書店　池袋本店

東京都 墨田区 アニメイト　錦糸町店

東京都 墨田区 三省堂書店　東京ソラマチ店

東京都 目黒区 ＮＥＴ２１恭文堂コミッククラフト店

東京都 立川市 オリオン書房　アレア店

東京都 立川市 オリオン書房　ルミネ立川店

神奈川県 横浜市港北区 天一書房　日吉店

神奈川県 横浜市西区 アニメイト　横浜ビブレ

神奈川県 横浜市西区 有隣堂　横浜駅西口店

神奈川県 横浜市都筑区 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店

神奈川県 海老名市 三省堂書店　海老名店



神奈川県 厚木市 アニメイト　本厚木店

神奈川県 小田原市 アニメイト　小田原店

神奈川県 川崎市幸区 アニメイト　川崎店

神奈川県 川崎市高津区 文教堂書店　溝ノ口本店

神奈川県 川崎市中原区 住吉書房　元住吉店

神奈川県 藤沢市 有隣堂　テラスモール湘南店

神奈川県 平塚市 サクラ書店　駅ビル店

神奈川県 平塚市 有隣堂　ららぽーと湘南平塚店

神奈川県 小田原市 石井商店

新潟県 新潟市中央区 アニメイト　新潟店

富山県 高岡市 文苑堂書店　野村店

富山県 高岡市 文苑堂書店　福田本店

石川県 金沢市 アニメイト　金沢店

石川県 金沢市 ＫａＢｏＳ　大桑店

石川県 小松市 明文堂書店　ＫＯＭＡＴＳＵ

長野県 安曇野市 平安堂　あづみ野店

長野県 飯田市 平安堂　飯田店

岐阜県 岐阜市 アニメイト　岐阜店

静岡県 静岡市葵区 アニメイト　静岡パルコ

静岡県 静岡市葵区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店

静岡県 静岡市駿河区 谷島屋　高松店

静岡県 袋井市 江崎書店　袋井店

静岡県 浜松市中区 アニメイト　浜松店

静岡県 浜松市中区 明屋書店　高林店

静岡県 浜松市中区 谷島屋　浜松本店

静岡県 浜松市東区 アニメイト　イオン浜松市野店

静岡県 富士宮市 アニメイト　イオンモール富士宮店

愛知県 刈谷市 ブックセンター名豊　刈谷店

愛知県 津島市 精文館書店　新津島店

愛知県 豊橋市 アニメイト　豊橋店

愛知県 豊橋市 精文館書店　本店コミック館

愛知県 名古屋市中区 ジュンク堂書店　ロフト名古屋店

愛知県 名古屋市中区 ジュンク堂書店　名古屋栄店

愛知県 名古屋市中村区 アニメイト　名古屋店

愛知県 名古屋市中村区 三省堂書店　名古屋本店

愛知県 名古屋市中村区 星野書店　近鉄パッセ店

滋賀県 大津市 ふたば書房　大津西武店

滋賀県 野洲市 ふたば書房　野洲店

京都府 京都市下京区 ふたば書房　京都駅八条口店

京都府 京都市山科区 ふたば書房　山科駅前店

京都府 京都市西京区 ふたば書房　洛西店

京都府 京都市中京区 アニメイト　京都店

京都府 京都市中京区 ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店



京都府 京都市中京区 大垣書店　烏丸三条店

京都府 京都市中京区 ふたば書房　御池ゼスト店

京都府 京都市南区 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店

京都府 京都市北区 ふたば書房　紫野店

京都府 木津川市 未来屋書店　高の原店

大阪府 高槻市 大垣書店　高槻店

大阪府 堺市西区 福家書店　アリオ鳳店

大阪府 泉南市 未来屋書店　りんくう泉南店

大阪府 大阪市阿倍野区 アニメイト　天王寺店

大阪府 大阪市都島区 アニメイト　京橋店

大阪府 大阪市北区 ＮＥＴ２１清風堂書店　梅田店

大阪府 大阪市北区 ジュンク堂書店　大阪本店

大阪府 大阪市北区 紀伊國屋書店　グランフロント大阪店

大阪府 大阪市北区 ブックファースト　梅田２階店

大阪府 大阪市浪速区 アニメイト　大阪日本橋店

大阪府 東大阪市 アニメイト　布施店

大阪府 八尾市 丸善　八尾アリオ店

大阪府 大阪市北区 紀伊國屋書店　梅田本店

兵庫県 神戸市垂水区 ＦＵＴＡＢＡ＋プリコ垂水店

兵庫県 神戸市中央区 アニメイト　三宮店

兵庫県 神戸市中央区 ジュンク堂書店　三宮店

兵庫県 神戸市中央区 ジュンク堂書店　三宮駅前店

兵庫県 神戸市中央区 大垣書店　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店

兵庫県 神戸市中央区 紀伊國屋書店　神戸店

兵庫県 尼崎市 ふたば書房　つかしん店

兵庫県 明石市 アニメイト　イオン明石店

奈良県 橿原市 喜久屋書店　橿原店

和歌山県 橋本市 本と文具ツモリ　西部店

和歌山県 和歌山市 アニメイト　和歌山店

鳥取県 鳥取市 今井書店　吉成コミック店

島根県 出雲市 今井書店　出雲店

島根県 松江市 今井書店グループセンター店

岡山県 岡山市北区 アニメイト　岡山店

岡山県 岡山市北区 ＮＥＴ２１セルバ岡山店

岡山県 岡山市北区 啓文社　岡山本店

岡山県 倉敷市 喜久屋書店　倉敷店

広島県 広島市南区 フタバ図書　ＧＩＧＡ広島駅前店

広島県 福山市 アニメイト　福山店

広島県 福山市 啓文社　ポートプラザ店

広島県 広島市中区 コミコミスタジオ広島

山口県 宇部市 幸太郎本舗　ＴＳＵＴＡＹＡ宇部店

山口県 下関市 くまざわ書店　下関店

山口県 下関市 明屋書店　ＭＥＧＡ新下関店



山口県 山口市 文榮堂　本店

山口県 山口市 文榮堂　山口大学前店

山口県 山口市 文榮堂　ゆめタウン山口店

山口県 山口市 文榮堂　サンパークあじす店

徳島県 徳島市 アニメイトとくしま

徳島県 徳島市 南海ブックス

香川県 高松市 宮脇書店　本店

高知県 高知市 宮脇書店　イオン高知店

福岡県 みやま市 積文館書店　高田店

福岡県 久留米市 ＢＯＯＫＳあんとく　みずま店

福岡県 久留米市 ブックセンタークエスト　エマックス久留米店

福岡県 糸島市 積文館書店　前原店

福岡県 春日市 積文館書店　ザ・モール春日店

福岡県 大川市 積文館書店　大川店

福岡県 大牟田市 積文館書店　大牟田店

福岡県 大牟田市 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　ゆめタウン大牟田店

福岡県 大野城市 積文館書店　大野城店

福岡県 筑紫野市 アニメイト　イオンモール筑紫野

福岡県 筑紫野市 積文館書店　筑紫野店

福岡県 筑紫野市 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　シュロアモール店

福岡県 八女市 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　八女店

福岡県 福岡市西区 福家書店　福岡木の葉モール橋本店

福岡県 福岡市早良区 積文館書店　小田部店

福岡県 福岡市中央区 アニメイト　福岡天神店

福岡県 福岡市中央区 ジュンク堂書店　福岡店

福岡県 福岡市中央区 メトロ書店　ソラリアステージ店

福岡県 福岡市中央区 積文館書店　新天町本店

福岡県 福岡市中央区 積文館書店　天神地下街店

福岡県 福岡市中央区 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　マークイズ福岡ももち店

福岡県 福岡市中央区 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　薬院店

福岡県 福岡市東区 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店

福岡県 福岡市博多区 丸善　博多店

福岡県 北九州市戸畑区 ブックセンタークエスト　鞘ケ谷店

福岡県 北九州市小倉南区 喜久屋書店　小倉南店

福岡県 北九州市小倉北区 喜久屋書店　小倉店

福岡県 北九州市小倉北区 ブックセンタークエスト　小倉本店

福岡県 北九州市小倉北区 ブックセンタークエスト　大手町店

福岡県 北九州市八幡西区 ブックセンタークエスト　黒崎井筒屋店

福岡県 北九州市八幡西区 積文館書店　本城店

福岡県 北九州市門司区 ブックセンタークエスト　門司大里店

佐賀県 伊万里市 積文館書店　伊万里店

佐賀県 杵島郡 積文館書店　江北店

佐賀県 佐賀市 積文館書店　佐賀駅店



佐賀県 佐賀市 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　佐大通り店

佐賀県 三養基郡 積文館書店　上峰店

佐賀県 鹿島市 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　鹿島店

佐賀県 小城市 ファミリーマート積文館書店　三日月店

佐賀県 西松浦郡 積文館書店　有田店

熊本県 荒尾市 ＢＯＯＫＳあんとく　あらお店

熊本県 山鹿市 ＢＯＯＫＳあんとく　やまが店

大分県 大分市 紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店

沖縄県 那覇市 アニメイト　那覇国際通り店


