
北海道

くまざわ書店アリオ札幌店

株式会社文教堂　新道店

ジュンク堂書店 旭川店

MARUZEN&ジュンク堂書店札幌店

ダイヤ書房 本店

紀伊國屋書店　札幌本店

紀伊國屋書店　厚別店

紀伊國屋書店　小樽店

青森県

NET21伊吉書院西店

成田本店サンロード青森店

岩手県

東山堂都南店

エムズエクスポ盛岡店

ジュンク堂書店盛岡店

アニメイト盛岡

TSUTAYA一関店

東山堂イオンモール盛岡南店

宮城県

喜久屋書店仙台店

丸善仙台アエル店

ブックTOWN角田店

くまざわ書店エスパル仙台店

ブックスなにわ多賀城店

ブックスなにわ仙台泉店

未来屋書店 名取店

アニメイト仙台

紀伊國屋書店　仙台店

秋田県

スーパーブックス八橋店

ブックスモア大曲店

加賀谷書店茨島店

山形県

「呪い子の召使い」フェア 参加店一覧



ファミリーマートハラトク書店米沢店

福島県

ヤマニ書房ラトブ店

ヤマニ書房イオンいわき店

茨城県

wonderGOOつくば店

ワンダーグー鹿島店

WonderGOO東店

増子書店

栃木県

喜久屋書店宇都宮店

群馬県

未来屋書店高崎店

紀伊國屋書店　前橋店

埼玉県

ブックデポ書楽

須原屋武蔵浦和店

CROSSBOOKS動物公園駅店

アニメイト大宮コミック館

アニメイト所沢

芳林堂書店エミオ狭山市店

WonderGOO越谷店

東京旭屋書店新越谷店　

TSUTAYAレイクタウン店

リブロ　ララガーデン春日部店

ブックマルシェ上尾店

ほんのいえ　宮脇書店　越谷店

よむよむ草加谷塚駅前店

ブックセンターよむよむ鶴ヶ島脚折店

蔦屋書店　滑川店

リブロ鴻巣店

ジュンク堂書店大宮高島屋店

戸田書店　熊谷店

リブロららぽーと富士見店

紀伊國屋書店　さいたま新都心店

紀伊國屋書店　浦和パルコ店



千葉県

博文堂書店君津店

ときわ書房本八幡スクエア店プラスゲオ

くまざわ書店ららぽーと店

くまざわ書店　モラージュ柏店

BOOK＋サンモール旭店

丸善津田沼店

三省堂書店カルチャーステーション千葉

ときわ書房　志津ステーションビル店

アニメイト千葉

丸善 舞浜イクスピアリ店

TSUTAYA北柏店

紀伊國屋書店　流山おおたかの森店

紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店

東京都

紀伊國屋書店イトーヨーカドー木場店

TSUTAYA調布駅南口店

ブックスタマ武蔵小山店

三省堂書店　東京ソラマチ店

三省堂書店成城店

啓文堂書店多摩センター店

アニメイト渋谷

啓文堂書店吉祥寺店

三省堂書店東京駅一番街店

有隣堂ヨドバシAKIBA店

八重洲ブックセンター石神井公園店

三省堂書店池袋本店

書泉グランデ

住吉書房五反野店

ジュンク堂書店　池袋本店

MARUZEN 多摩センター

ジュンク堂書店吉祥寺店

アニメイト池袋本店

BOOKSキデイランド亀有店

アニメイト吉祥寺パルコ

くまざわ書店グランデュオ蒲田店



よむよむザ・モールみずほ店

オリオン書房ルミネ立川店

リブロ花小金井店

リブロ南砂町店

アニメイト新宿ハルク

オリオン書房小平店

オリオン書房イオンモールむさし村山店

アニメイト町田

あゆみBOOKS瑞江店

オリオン書房ノルテ店

ブックファーストルミネ北千住店

文教堂書店　中野坂上店

芳林堂書店東長崎店

旭屋書店池袋店

NET21 井上昭島店

福家書店　新宿サブナード店

アニメイト秋葉原本館

書楽阿佐ヶ谷店

丸善　丸の内本店

紀伊國屋書店　新宿本店

紀伊國屋書店　国分寺店

紀伊國屋書店　西武渋谷店

神奈川県

未来屋書店　秦野店

三省堂書店海老名店

有隣堂センター南駅店

くまざわ書店相模大野店

サクラ書店高村店

丸善　横浜みなとみらい店

有隣堂横浜西口コミック王国

ACADEMIAくまざわ書店橋本店

文教堂溝ノ口本店

有隣堂　厚木店

伊勢原書店秦野店

くまざわ書店ジョイナステラス二俣川店

ブックプラザ文華堂



アニメイト小田原

リブロ港北東急SC店

ジュンク堂書店藤沢店

アニメイト横浜ビブレ

八重洲ブックセンターイトーヨーカドー上永谷店

文教堂横須賀ＭＯＲＥ‘Ｓ店

サクラ書店ラスカ平塚店

ブックファーストモザイクモール港北店

三省堂書店小田原店

ブックポート203大和店

天一書房日吉店

紀伊國屋書店　横浜店

紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店

紀伊國屋書店　西武東戸塚Ｓ．Ｃ．店

紀伊國屋書店　武蔵小杉店

紀伊國屋書店　イオンモール座間店

新潟県

ジュンク堂書店新潟店

紀伊國屋書店　新潟店

富山県

喜久屋書店　高岡店

アニメイト富山

紀伊國屋書店　富山店

石川県

ブックメイトとくひさ

きくざわ書店ナッピィモール店

ブック宮丸　金沢南店

福井県

SuperKaBoS新二の宮店

TSUTAYABOOKSTORE　ワイプラザ新保店

TSUTAYA福井パリオ店

山梨県

くまざわ書店　双葉店

天真堂書店　塩山店

朗月堂書店

戸田書店山梨中央店



ジュンク堂書店岡島甲府店

アニメイト　甲府

よむよむフレスポ甲府東店

長野県

平安堂更埴店

平安堂上田しおだ野店

平安堂川中島店

平安堂若槻店

平安堂飯田店

平安堂　諏訪店

笠原書店　レイクウォーク店

岐阜県

カルコス穂積店

カルコス本店

丸善岐阜店

ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店

コスモブックセンター

静岡県

Bookアマノ三方原店

マルサン書店駅北店

焼津谷島屋書店　吉田店

江崎書店　袋井店

柏屋書店

㈱大和文庫不二見店

BOOKアマノ高丘店

焼津谷島屋アピタ島田店

焼津谷島屋登呂田店

谷島屋　浜松本店

谷島屋ららぽーと磐田店

谷島屋流通通り店

谷島屋書店サンストリート浜北店

愛知県

丸善アピタ知立店

カルコス扶桑店

くまざわ書店豊田店

三省堂書店名古屋本店



ジュンク堂書店名古屋栄店

丸善イオンタウン千種店

アニメイト豊橋

丸善ヒルズウォーク徳重店

本のメグリア   三好店

紀伊國屋書店　名古屋空港店

紀伊國屋書店　ｍｏｚｏ　ワンダーシティ店

ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン弥富店

ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店

ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店

ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店

ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店

ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店

ＴＳＵＴＡＹＡ　瑠璃光町店

三重県

別所書店イオン津店

ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店

ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店

ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢上地店

ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名店

滋賀県

本のがんこ堂石山駅前店

サンミュージック　ハイパーブックス駒井沢店

喜久屋書店草津店

ジュンク堂書店滋賀草津店

本のがんこ堂　野洲店

京都府

平和書店TSUTAYA京都リサーチパーク店

宮脇書店亀岡店

大垣書店イオンモールKYOTO店

アミーゴ書店　六地蔵店

大垣書店 二条駅店

未来屋書店高の原店



大垣書店京都ヨドバシ店

アバンティブックセンター洛北店

アニメイト京都

平和書店　アルプラザ　京田辺店

丸善京都本店

大阪府

ヤマダデンキLABI1なんば

ブックファースト梅田2階店

tsutayaビバモール寝屋川店

文教堂住道店

紀伊國屋書店　梅田本店

アニメイト天王寺

未来屋書店大日店

大東書店

アニメイト大坂日本橋

アミーゴ書店大和田店

ブックファースト池田店

ジュンク堂書店　難波店

大垣書店イオンモール堺鉄砲町店

MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店

大垣書店　高槻店

紀伊國屋書店　グランフロント大阪店

紀伊國屋書店　天王寺ミオ店

紀伊國屋書店　堺北花田店

紀伊國屋書店　アリオ鳳店

紀伊國屋書店　泉北店

紀伊國屋書店　本町店

兵庫県

ジュンク堂書店芦屋店

アニメイト三宮

喜久屋書店　神戸北町店

ジュンク堂書店明石店

ジュンク堂書店三宮駅前店

ジュンク堂書店姫路店

ジュンク堂書店 神戸さんちか店

ジュンク堂書店西宮店



喜久屋書店姫路店

ジュンク堂書店三宮店

未来屋書店 明石店

宮脇書店アマゴッタ店

ブックファースト阪急西宮ガーデンズ

うかいや書店福崎店

紀伊國屋書店　川西店

紀伊國屋書店　加古川店

紀伊國屋書店　神戸阪急店

奈良県

喜久屋書店　橿原店

宮脇書店奈良店

アニメイト奈良

和歌山県

アニメイト和歌山

TSUTAYA WAY 橋本店

本と文具ツモリ西部店

島根県

今井書店学園通り店

今井書店木次マルシェリーズ店

今井書店　出雲店

今井書店グループセンター店

岡山県

啓文社岡山本店

喜久屋書店　倉敷店

紀伊國屋書店　クレド岡山店

広島県

啓文社ポートプラザ店

アニメイト広島

啓文社イオン三原店

啓文社西条店

紀伊國屋書店　広島店

紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店

紀伊國屋書店　ゆめタウン広島店

山口県

明屋書店小郡店



ブックランド都野宇部店

徳島県

アニメイト徳島

紀伊國屋書店　ゆめタウン徳島店

紀伊國屋書店　徳島店

香川県

くまざわ書店高松店

紀伊國屋書店　丸亀店

愛媛県

アニメイト松山

紀伊國屋書店　いよてつ高島屋店

高知県

金高堂書店

福岡県

喜久屋書店小倉店

アニメイト　福岡パルコ店

TSUTAYA前原店

ブックセンタークエスト門司大里店

フタバ図書ＴＥＲＡイオンモール福岡店

エーブック穂波店

MARUZEN博多店

メトロ書店千早店

福岡金文堂　行橋店

ジュンク堂書店福岡店

紀伊國屋書店　福岡本店

紀伊國屋書店　久留米店

紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店

紀伊國屋書店　天神イムズ店

佐賀県

紀伊國屋書店　佐賀店

長崎県

好文堂書店

紀伊國屋書店　長崎店

熊本県

蔦屋書店熊本三年坂

アニメイト熊本



蔦屋書店小川町

紀伊國屋書店　熊本光の森店

紀伊國屋書店　熊本はません店

大分県

桜瀬書店

リブロ大分わさだ店

リブロ別府店

紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店

宮崎県

TSUTAYA BOOKSTORE　宮交シティ

田中書店　妻ヶ丘本店

鹿児島県

イオン鹿児島中央店　書籍売場

ブックスミスミ　オプシア

紀伊國屋書店　鹿児島店


