
都道府県名 地区名 書店名

横浜市神奈川区 メロンブックス　通信販売部

市川市 コミックとらのあな　通信販売部

北海道 旭川市 ジュンク堂書店　旭川店

北海道 岩見沢市 イオン　岩見沢店

北海道 江別市 江別　蔦屋書店

北海道 札幌市中央区 三省堂書店　札幌店

北海道 札幌市中央区 アニメイト　札幌店

北海道 小樽市 喜久屋書店　小樽店

北海道 帯広市 喜久屋書店　帯広店

北海道 函館市 スーパーブックス　桔梗店

北海道 北見市 コーチャンフォー　北見店

青森県 十和田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田店

青森県 八戸市 成田本店　みなと高台店

青森県 八戸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ニュータウン店

岩手県 一関市 未来屋書店　一関店

岩手県 盛岡市 東山堂　肴町本店

岩手県 盛岡市 ジュンク堂書店　盛岡店

岩手県 北上市 ブックスアメリカン　北上店

宮城県 気仙沼市 未来屋書店　気仙沼店

宮城県 柴田郡 金港堂　大河原店

宮城県 仙台市青葉区 くまざわ書店　エスパル仙台店

宮城県 仙台市青葉区 喜久屋書店　仙台店

宮城県 仙台市青葉区 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛子店

宮城県 仙台市青葉区 アニメイト　仙台店

宮城県 仙台市太白区 紀伊國屋書店　仙台店

宮城県 名取市 未来屋書店　名取店

秋田県 秋田市 加賀谷書店　茨島店

秋田県 北秋田市 ブックスモア　鷹巣店

山形県 山形市 アニメイト　山形店

山形県 東田川郡 戸田書店　三川店

福島県 いわき市 ヤマニ書房　エブリア店

福島県 いわき市 ヤマニ書房　本店

福島県 いわき市 ヤマニ書房　湯本店

福島県 郡山市 岩瀬書店　富久山店プラスゲオ

福島県 郡山市 みどり書房　桑野店

福島県 郡山市 アニメイト　郡山店

福島県 須賀川市 郡山書店　須賀川西店

福島県 田村市 ＢＯＯＫＳパレット

茨城県 つくば市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば

茨城県 下妻市 未来屋書店　下妻店

栃木県 宇都宮市 落合書店　宝木店

栃木県 小山市 宮脇書店　小山店

栃木県 小山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　小山城南店

栃木県 小山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　小山ロブレ店

栃木県 那須郡 那須ブックセンター

群馬県 高崎市 くまざわ書店　高崎店

群馬県 高崎市 アニメイト　高崎店

群馬県 沼田市 ＢＯＯＫＳおみ

群馬県 前橋市 紀伊國屋書店　前橋店

群馬県 太田市 喜久屋書店　太田店

群馬県 藤岡市 戸田書店　藤岡店

群馬県 邑楽郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　大泉店

埼玉県 さいたま市浦和区 須原屋　コルソ店

埼玉県 さいたま市大宮区 三省堂書店　大宮店

埼玉県 さいたま市大宮区 アニメイト　大宮コミック館

埼玉県 さいたま市中央区 ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽

埼玉県 さいたま市南区 成文堂　南浦和店

埼玉県 越谷市 文真堂書店タイムクリップ　北越谷店

埼玉県 越谷市 ほんのいえ　宮脇書店　越谷店

埼玉県 越谷市 東京旭屋書店　新越谷店

埼玉県 久喜市 くまざわ書店　鷲宮店



都道府県名 地区名 書店名

埼玉県 幸手市 文真堂書店タイムクリップ　幸手店

埼玉県 行田市 宮脇書店　行田持田店

埼玉県 三郷市 ＫａＢｏＳ　ららぽーと新三郷店

埼玉県 春日部市 リブロ　ララガーデン春日部店

埼玉県 深谷市 ＴＳＵＴＡＹＡ　籠原店

埼玉県 川越市 ブックファースト　ルミネ川越店

埼玉県 川越市 リブロ　川越店

埼玉県 川越市 アニメイト　川越店

埼玉県 草加市 くまざわ書店　草加ＶＡＲＩＥ店

埼玉県 入間市 紀伊國屋書店　入間丸広店

埼玉県 飯能市 丸善　丸広百貨店飯能店

埼玉県 富士見市 リブロ　ららぽーと富士見店

埼玉県 富士見市 アニメイト　ららぽーと富士見店

千葉県 いすみ市 斉藤書店

千葉県 旭市 Ｂｏｏｋ＋サンモール旭店

千葉県 印西市 喜久屋書店　千葉ニュータウン店

千葉県 印西市 宮脇書店　印西牧の原店

千葉県 香取市 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐原店

千葉県 市川市 ときわ書房　本八幡スクエア店＋ＧＥＯ

千葉県 市川市 ときわ書房　本八幡店

千葉県 習志野市 くまざわ書店　津田沼店

千葉県 習志野市 丸善　津田沼店

千葉県 習志野市 アニメイト　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 未来屋書店　成田店

千葉県 千葉市中央区 くまざわ書店　ペリエ千葉エキナカ店

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 千葉市中央区 アニメイト　千葉店

千葉県 船橋市 ジュンク堂書店　南船橋店

千葉県 柏市 紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店

千葉県 柏市 ＴＳＵＴＡＹＡ　柏駅前店

千葉県 柏市 ＴＳＵＴＡＹＡ　青葉台店

千葉県 柏市 アニメイト　柏店

千葉県 八千代市 くまざわ書店　八千代台店

千葉県 八千代市 ときわ書房　八千代台店

東京都 葛飾区 ＢＯＯＫＳキデイランド　亀有店

東京都 国分寺市 紀伊國屋書店　国分寺店

東京都 狛江市 啓文堂書店　狛江店

東京都 渋谷区 アニメイト　渋谷店

東京都 小平市 オリオン書房　小平店

東京都 昭島市 たまべ書房

東京都 新宿区 ブックファースト　新宿店

東京都 新宿区 アニメイト　新宿ハルク

東京都 世田谷区 三省堂書店　成城店

東京都 世田谷区 三省堂書店　下北沢店

東京都 世田谷区 三省堂書店　経堂店

東京都 千代田区 書泉ブックタワー

東京都 千代田区 三省堂書店　神保町本店

東京都 千代田区 有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店

東京都 千代田区 三省堂書店　有楽町店

東京都 千代田区 アニメイト　秋葉原本館

東京都 多摩市 啓文堂書店　多摩センター店

東京都 多摩市 アニメイト　聖蹟桜ヶ丘オーパ

東京都 中野区 Ｂｏｏｋ＋東中野店

東京都 中野区 ブックファースト　中野店

東京都 町田市 アニメイト　町田店

東京都 調布市 ＴＳＵＴＡＹＡ　調布駅南口店

東京都 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

東京都 八王子市 アニメイト　八王子店

東京都 板橋区 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ＥＱＵｉＡ成増店

東京都 武蔵野市 八重洲ブックセンター　イトーヨーカドー武蔵境店



都道府県名 地区名 書店名

東京都 武蔵野市 アニメイト　吉祥寺パルコ

東京都 豊島区 三省堂書店　池袋本店

東京都 豊島区 アニメイト　池袋本店

東京都 墨田区 三省堂書店　東京ソラマチ店

東京都 立川市 アニメイト　立川店

東京都 練馬区 八重洲ブックセンター　石神井公園店

神奈川県 横浜市旭区 ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ケ峰駅前店

神奈川県 横浜市戸塚区 紀伊國屋書店　西武東戸塚Ｓ．Ｃ．店

神奈川県 横浜市港南区 ブックスキタミ　港南台店

神奈川県 横浜市港南区 八重洲ブックセンター　京急上大岡店

神奈川県 横浜市港北区 くまざわ書店　アピタテラス横浜綱島店

神奈川県 横浜市港北区 三省堂書店　新横浜店

神奈川県 横浜市神奈川区 ＢＯＯＫＳえみたす　大口店

神奈川県 横浜市神奈川区 アニメイト　オンラインショップ

神奈川県 横浜市西区 有隣堂　横浜駅西口店

神奈川県 横浜市西区 アニメイト　横浜ビブレ

神奈川県 横浜市鶴見区 さつき書店

神奈川県 海老名市 有隣堂　ららぽーと海老名店

神奈川県 海老名市 三省堂書店　海老名店

神奈川県 厚木市 有隣堂　厚木店

神奈川県 小田原市 三省堂書店　小田原店

神奈川県 秦野市 未来屋書店　秦野店

神奈川県 秦野市 タイラ書店

神奈川県 川崎市幸区 アニメイト　川崎店

神奈川県 相模原市中央区 くまざわ書店　相模原店

神奈川県 相模原市南区 くまざわ書店　相模大野店

神奈川県 相模原市緑区 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店

神奈川県 大和市 ブックポート２０３　大和店

神奈川県 藤沢市 Ｂｏｏｋプラザ文華堂

神奈川県 藤沢市 くまざわ書店　湘南台店

神奈川県 藤沢市 有隣堂　藤沢店

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

新潟県 新潟市江南区 宮脇書店　横越店

新潟県 新潟市中央区 ジュンク堂書店　新潟店

新潟県 新潟市中央区 アニメイト　新潟店

新潟県 長岡市 アニメイト　長岡店

富山県 魚津市 文苑堂書店　魚津サンプラザ店

富山県 高岡市 喜久屋書店　高岡店

富山県 高岡市 文苑堂書店　清水町店

富山県 小矢部市 本の夢屋

富山県 富山市 清明堂書店　マリエ店

富山県 富山市 アニメイト　富山店

石川県 金沢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店

石川県 金沢市 アニメイト　金沢店

石川県 鳳珠郡 コメリ書房　穴水店

石川県 野々市市 うつのみや　金沢工大前店

福井県 越前市 ＴＳＵＴＡＹＡ　武生南店

福井県 坂井市 宮脇書店　春江店

福井県 敦賀市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　敦賀店

福井県 福井市 文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店

福井県 福井市 アニメイト　福井店

山梨県 甲州市 天真堂書店　塩山店

山梨県 甲府市 天真堂書店　国母店

山梨県 中央市 戸田書店　山梨中央店

長野県 岡谷市 笠原書店　レイクウォーク店

長野県 松本市 アニメイト　松本パルコ

長野県 長野市 平安堂　新長野店

長野県 長野市 平安堂　若槻店

長野県 長野市 平安堂　川中島店

長野県 長野市 蔦屋書店　長野徳間店



都道府県名 地区名 書店名

長野県 飯田市 平安堂　飯田店

岐阜県 岐阜市 丸善　岐阜店

岐阜県 岐阜市 三省堂書店　岐阜店

岐阜県 岐阜市 アニメイト　岐阜店

岐阜県 恵那市 コスモブックセンター

岐阜県 高山市 ゲオ　高山昭和店

岐阜県 瑞穂市 カルコス　穂積店

岐阜県 大垣市 喜久屋書店　大垣店

岐阜県 大垣市 ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店

静岡県 御前崎市 ベイシア　御前崎店

静岡県 駿東郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店

静岡県 駿東郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　サントムーン柿田川店

静岡県 焼津市 ＢＯＯＫＳえみたす　焼津店

静岡県 焼津市 ＴＳＵＴＡＹＡ　グランリバー大井川店

静岡県 焼津市 焼津谷島屋　登呂田店

静岡県 静岡市葵区 谷島屋　流通通り店

静岡県 静岡市駿河区 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ静岡店

静岡県 静岡市駿河区 ＴＳＵＴＡＹＡ　静岡西脇店

静岡県 袋井市 宮脇書店　新磐田浅羽店

静岡県 島田市 島田書店　花みずき店

静岡県 浜松市中区 谷島屋　浜松本店

静岡県 浜松市浜北区 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ浜北店

静岡県 浜松市浜北区 谷島屋　サンストリート浜北店

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 あま市 ＢＯＯＫＳえみたす　甚目寺店

愛知県 みよし市 本のメグリア　三好店

愛知県 安城市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ安城南店

愛知県 一宮市 三省堂書店　一宮店

愛知県 稲沢市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ稲沢東店

愛知県 岡崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店

愛知県 岡崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店

愛知県 江南市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ江南西店

愛知県 春日井市 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店

愛知県 瀬戸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸共栄通店

愛知県 瀬戸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店

愛知県 西尾市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ西尾店

愛知県 知多郡 くまざわ書店　阿久比店

愛知県 長久手市 ＢＯＯＫＳえみたす　長久手店

愛知県 津島市 ボナンザ書房　津島本店

愛知県 半田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店

愛知県 豊田市 くまざわ書店　豊田店

愛知県 名古屋市港区 未来屋書店　名古屋茶屋店

愛知県 名古屋市西区 紀伊國屋書店　ｍｏｚｏ　ワンダーシティ店

愛知県 名古屋市千種区 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　本山店

愛知県 名古屋市中区 ジュンク堂書店　名古屋栄店

愛知県 名古屋市中区 アニメイト　名古屋パルコ

愛知県 名古屋市中川区 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店

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

愛知県 名古屋市中村区 アニメイト　名古屋店

愛知県 名古屋市天白区 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ植田店

愛知県 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

愛知県 名古屋市北区 ＴＳＵＴＡＹＡ　瑠璃光町店

愛知県 弥富市 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン弥富店

三重県 伊勢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢上地店

三重県 伊勢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店

三重県 桑名市 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名店

三重県 四日市市 未来屋書店　四日市北店

三重県 四日市市 ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店

三重県 四日市市 ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店

三重県 津市 別所書店　津駅店



都道府県名 地区名 書店名

三重県 津市 宮脇書店　久居インター店

三重県 鈴鹿市 未来屋書店　鈴鹿店

三重県 鈴鹿市 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店

滋賀県 草津市 ジュンク堂書店　滋賀草津店

滋賀県 草津市 喜久屋書店　草津店

滋賀県 大津市 大垣書店　フォレオ大津一里山店

京都府 京都市下京区 大垣書店　京都ヨドバシ店

京都府 京都市中京区 ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店

京都府 京都市中京区 アニメイト　京都店

京都府 京都市南区 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店

京都府 京都市伏見区 くまざわ書店　桃山店

京都府 相楽郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　精華台店

大阪府 茨木市 平和書店　アル・プラザ茨木店

大阪府 茨木市 田村書店　南茨木店

大阪府 岸和田市 木下書店　下松店

大阪府 高槻市 大垣書店　高槻店

大阪府 高槻市 紀伊國屋書店　高槻阪急店

大阪府 堺市堺区 大垣書店　イオンモール堺鉄砲町店

大阪府 堺市北区 紀伊國屋書店　堺北花田店

大阪府 大阪市阿倍野区 喜久屋書店　漫画館阿倍野店

大阪府 大阪市阿倍野区 アニメイト　天王寺店

大阪府 大阪市生野区 花谷書店

大阪府 大阪市大正区 ＴＳＵＴＡＹＡ　大正千島店

大阪府 大阪市中央区 ジュンク堂書店　天満橋店

大阪府 大阪市中央区 ＴＳＵＴＡＹＡ　戎橋店

大阪府 大阪市天王寺区 紀伊國屋書店　天王寺ミオ店

大阪府 大阪市天王寺区 ジュンク堂書店　上本町店

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 紀伊國屋書店　梅田本店

大阪府 大阪市北区 アニメイト　梅田店

大阪府 大阪市浪速区 ジュンク堂書店　難波店

大阪府 大阪市浪速区 アニメイト　大阪日本橋店

大阪府 大阪市浪速区 ヤマダ電機　ＬＡＢＩ１なんば店書籍売場

大阪府 大東市 大東書店

大阪府 八尾市 丸善　八尾アリオ店

大阪府 八尾市 イズミヤ　八尾店アミーゴ

大阪府 箕面市 くまざわ書店　みのおキューズモール店

兵庫県 神戸市西区 ブックフォーラム　伊川谷店

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 紀伊國屋書店　神戸阪急店

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 アニメイト　三宮店

兵庫県 西宮市 ブックファースト　阪急西宮ガーデンズ店

兵庫県 西宮市 ジュンク堂書店　西宮店

兵庫県 尼崎市 田村書店　武庫之荘北店

兵庫県 姫路市 ジュンク堂書店　姫路店

兵庫県 姫路市 ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路飾磨店

兵庫県 姫路市 アニメイト　姫路店

兵庫県 宝塚市 キャップ書店　逆瀬川店

兵庫県 明石市 喜久屋書店　明石駅ビル店

兵庫県 明石市 ジュンク堂書店　明石店

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

奈良県 大和郡山市 喜久屋書店　大和郡山店

奈良県 大和郡山市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ大和郡山店

奈良県 北葛城郡 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ西大和店

和歌山県 橋本市 本と文具ツモリ　西部店

和歌山県 橋本市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　橋本店

和歌山県 和歌山市 宮脇書店　和歌山店

鳥取県 鳥取市 喜久屋書店　国府店

鳥取県 鳥取市 宮脇書店　鳥取店



都道府県名 地区名 書店名

島根県 益田市 ブックセンタージャスト　高津店

島根県 出雲市 宮脇書店　ゆめタウン斐川店

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

島根県 松江市 アニメイト　イオン松江店

島根県 浜田市 ブックセンタージャスト　浜田店

岡山県 岡山市北区 紀伊國屋書店　クレド岡山店

岡山県 岡山市北区 アニメイト　岡山店

岡山県 倉敷市 喜久屋書店　倉敷店

岡山県 津山市 ブックフォーラム喜久屋書店　津山店

広島県 安芸郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　坂店

広島県 広島市中区 アニメイト　広島店

広島県 三原市 啓文社　イオン三原店

広島県 福山市 アニメイト　福山店

山口県 宇部市 宮脇書店　宇部店

山口県 下関市 くまざわ書店　下関店

山口県 下関市 好文堂書店　ゆめタウン店

山口県 岩国市 明屋書店　南岩国店

徳島県 徳島市 ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店

徳島県 徳島市 紀伊國屋書店　徳島店

徳島県 板野郡 紀伊國屋書店　ゆめタウン徳島店

徳島県 板野郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　北島店

香川県 丸亀市 紀伊國屋書店　丸亀店

香川県 丸亀市 ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店

香川県 高松市 くまざわ書店　高松店

愛媛県 松山市 アニメイト　松山店

高知県 高知市 金高堂　朝倉ブックセンター

福岡県 行橋市 福岡金文堂　行橋店

福岡県 糸島市 福岡金文堂　志摩店

福岡県 糸島市 ＴＳＵＴＡＹＡ　前原店

福岡県 糟屋郡 フタバ図書　ＴＥＲＡイオンモール福岡店

福岡県 飯塚市 Ａ’ＢＯＯＫ　穂波店

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 福岡市中央区 ＴＳＵＴＡＹＡ　天神ショッパーズ福岡

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 アニメイト　福岡パルコ店

福岡県 福岡市博多区 丸善　博多店

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 北九州市八幡西区 白石書店　本店

長崎県 西彼杵郡 ゲオ　時津店

長崎県 長崎市 紀伊國屋書店　長崎店

長崎県 長崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　ＭＩＲＡＩ　ＮＡＧＡＳＡＫＩ　ＣＯＣＯＷＡＬＫ

長崎県 長崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ浜町店

熊本県 熊本市中央区 アニメイト　熊本店

熊本県 上益城郡 蔦屋書店　嘉島

大分県 大分市 くまざわ書店　大分明野店

大分県 大分市 紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店

大分県 日田市 明屋書店　日田店

宮崎県 宮崎市 アニメイト　宮崎店

宮崎県 都城市 田中書店　妻ヶ丘本店

鹿児島県 鹿児島市 ブックスミスミ　オプシア店

鹿児島県 鹿児島市 ジュンク堂書店　鹿児島店

鹿児島県 出水市 ＴＳＵＴＡＹＡ　出水本町店

鹿児島県 霧島市 ＴＳＵＴＡＹＡ　フレスポ国分店

沖縄県 沖縄市 ＴＳＵＴＡＹＡ　泡瀬店

沖縄県 中頭郡 球陽堂書房　西原店

沖縄県 那覇市 アニメイト　那覇国際通り店


