
北海道
くまざわ書店　アリオ札幌店

ザ・本屋さん　いっきゅう店

文教堂　札幌大通駅店

岡書　西帯店

アカシヤ書房　ちとせモール店

紀伊國屋書店　札幌本店

ザ・本屋さん　音更ＯＫ店

宮脇書店　帯広店

ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌琴似店

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　札幌店

アニメイト　函館店

くまざわ書店　帯広藤丸店

ジュンク堂書店　旭川店

喜久屋書店　帯広店

三省堂書店　札幌店

三省堂書店　函館営業所川原店

メロンブックス　札幌店

紀伊國屋書店　厚別店

紀伊國屋書店　オーロラタウン店

紀伊國屋書店　小樽店

紀伊國屋書店　千歳店

青森県
ＪＯＹＭ　栄町店

ジュンク堂書店　弘前中三店

ＮＥＴ２１伊吉書院西店

アニメイト　青森店

文教堂書店　つがる柏店

ブックスモア　青森中央店

秋田県
スーパーブックス　八橋店

ブックスモア　大曲店

ブックスモア　鷹巣店

ＴＳＵＴＡＹＡ　大仙店

ミライア　本荘店

加賀谷書店　茨島店

山形県
ファミリーマート　ハラトク書店米沢店

松田書店　コム店

戸田書店　三川店

岩手県
ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店

「神さま学校の落ちこぼれ」1巻（赤瓦もどむ・原作／日向夏） 応援店一覧



エムズエクスポ盛岡店

ブックスアメリカン　北上店

ジュンク堂書店　盛岡店

アニメイト　盛岡店

宮城県
宮脇書店　柴田店

未来屋書店　仙台中山店

丸善　仙台アエル店

ＢＯＯＫＣＯＭＰＡＳＳ　仙台北口店

スクラム　古川店

未来屋書店　名取店

ブックＴＯＷＮ　角田店

アニメイト　仙台店

喜久屋書店　仙台店

メロンブックス　仙台店

紀伊國屋書店　仙台店

あゆみＢｏｏｋｓ　仙台一番町店

福島県
岩瀬書店　富久山店プラスゲオ

ＴＳＵＴＡＹＡ　船引店

アニメイト　郡山店

アニメイト　イオンいわき

ジュンク堂書店　郡山店

みどり書房　桑野店

岩瀬書店　八木田店プラスゲオ

ブックエース　イオンモールいわき小名浜店

ブックエース　植田店

ブックエース　内郷店

ブックエース　小名浜店

ブックエース　上荒川店

リブロ　郡山店

山梨県
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　甲府店

天真堂書店　塩山店

天真堂書店　国母店

朗月堂　本店

よむよむ　フレスポ甲府東店

よむよむ　新敷島店

長野県
平安堂　川中島店

平安堂　あづみ野店

平安堂　新長野店

平安堂　若槻店

平安堂　飯田店

平安堂　伊那店

平安堂　佐久インターウェーブ店



メロンブックス　長野店

新潟県
戸田書店　長岡店

アニメイト　長岡店

アニメイト　新潟店

ジュンク堂書店　新潟店

メロンブックス　新潟店

紀伊國屋書店　新潟店

富山県
文苑堂書店　戸出店

明文堂書店　黒部店

喜久屋書店　高岡店

明文堂書店　氷見店

文苑堂書店　清水町店

文苑堂書店　野村店

アニメイト　富山店

明文堂書店　滑川店

紀伊國屋書店　富山店

福井県
宮脇書店　春江店

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　敦賀店

勝木書店　大野店

ＴＳＵＴＡＹＡ　福井パリオ店

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　新二の宮店

ＴＳＵＴＡＹＡ　武生南店

じっぷじっぷ　文京店

文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店

石川県
明文堂書店　ＫＯＭＡＴＳＵ

うつのみや　小立野店

明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店

うつのみや　小松城南店

栃木県
くまざわ書店　宇都宮インターパーク店

落合書店　宝木店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大田原店

宮脇書店　小山店

くまざわ書店　宇都宮店

うさぎや　ＴＳＵＴＡＹＡ宇都宮東簗瀬店

アニメイト　ロブレ小山店

アニメイト　宇都宮店

喜久屋書店　宇都宮店

ｂｉｇｏｎｅ　ｂｏｏｋｓ　鹿沼店

メロンブックス　宇都宮店

文真堂書店　葉鹿店

文真堂書店タイムクリップ　足利助戸店

茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店



ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新石岡店

ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋宮中店

アニメイト　イオンモール土浦店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ピアシティ石岡店

ブックエース　見和店

ブックエース　茨大前店

ブックエース　酒門店

ブックエース　勝田東石川店

川又書店　県庁店

川又書店　エクセル店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば

ブックエース　日立鮎川店

ブックエース　坂東店

ブックエース　下妻店

ブックエース　下館店

ブックエース　総和店

ブックエース　結城店

ブックエース　東海店

ブックエース　新取手店

メロンブックス　水戸店

リブロ　イオンタウン守谷店

リブロ　ひたちなか店

リブロ　つくばキュート店

群馬県
喜久屋書店　太田店

未来屋書店　高崎店

くまざわ書店　高崎店

アニメイト　高崎店

メロンブックス　高崎店

紀伊國屋書店　前橋店

ブックマンズアカデミー　高崎店

文真堂書店　小桑原店

文真堂書店　上原店

文真堂書店タイムクリップ　安中店

文真堂書店　小出店

文真堂書店タイムクリップ　新井店

文真堂書店　片貝店

文真堂書店　一の宮店

文真堂書店タイムクリップ　倉賀野店

文真堂書店　大胡店

文真堂書店　大泉店

文真堂書店タイムクリップ　大間々店

文真堂書店　関根店

文真堂書店タイムクリップ　渋川中央店

文真堂書店　上中居店

文真堂書店　相生店

文真堂書店タイムクリップ　群馬町店



文真堂書店　原町店

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

埼玉県
ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽

ブックファースト　ルミネ川越店

成文堂　南浦和店

アニメイト　イオンレイクタウン店

浦和　蔦屋書店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店

リブロ　鴻巣店

アニメイト　所沢

須原屋　武蔵浦和店

丸善　桶川店

書泉芳林堂書店　エミオ狭山市店

ＴＳＵＴＡＹＡ　大利根店

アニメイト　モラージュ菖蒲店

アニメイト　熊谷店

リブロ　ららぽーと富士見店

東京旭屋書店　新越谷店

ジュンク堂書店　大宮高島屋店

ブックエース　春日部１６号線店

ブックエース　杉戸店

メロンブックス　大宮店

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

紀伊國屋書店　川越店

紀伊國屋書店　入間丸広店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　グランエミオ所沢

ＴＳＵＴＡＹＡ　ハレノテラス東大宮店

精文館書店　北本店

文真堂書店タイムクリップ　秩父黒谷店

文真堂書店　ビバモール本庄店

文真堂書店タイムクリップ　幸手店

アニメイト　川越店

リブロ　エキュート大宮店

ｅ’リブロ　エキュート大宮店

リブロ　ララガーデン春日部店

リブロ　ベニバナウォーク桶川店

よむよむ　ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ本庄店

リブロ　ピオニウォーク東松山店

よむよむ　マツバラテラス店

よむよむ　草加谷塚駅前店

よむよむ　坂戸入西店

よむよむ　ビバモール埼玉大井店

よむよむ　鶴ヶ島脚折店

リブロ　東松山店

パルコブックセンター　新所沢店



リブロ　川越店

リブロ　小手指店

リブロ　狭山ヶ丘店

千葉県
博文堂書店　君津店

オークスブックセンター　仁戸名店

ＴＳＵＴＡＹＡ　北柏店

くまざわ書店　モラージュ柏店

ＴＳＵＴＡＹＡ　三川屋国道店

紀伊國屋書店　流山おおたかの森店

ときわ書房　本八幡スクエア店＋ＧＥＯ

有隣堂　アトレ新浦安店

未来屋書店　新浦安店

くまざわ書店　津田沼店

丸善　津田沼店

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　津田沼パルコ店

未来屋書店　成田店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店

くまざわ書店　ペリエ千葉エキナカ店

三省堂書店　そごう千葉店

ときわ書房　八千代台店

アニメイト　千葉店

ＴＳＵＴＡＹＡ　夏見台店

ときわ書房　志津ステーションビル店

アニメイト　松戸店

アニメイト　柏店

アニメイト　津田沼店

ＴＳＵＴＡＹＡ　鎌ケ谷店

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐原店

Ｂｏｏｋ＋サンモール旭店

ＴＳＵＴＡＹＡ　二十世紀ケ丘店

三省堂書店　カルチャーステーション千葉店

ブックエース　成田赤坂店

メロンブックス　柏店

メロンブックス　千葉店

紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店

精文館書店　おゆみ野店

精文館書店　辰巳台店

ＴＳＵＴＡＹＡ　市原五井店

精文館書店　木更津店

精文館書店　花見川店

精文館書店　イオンおゆみ野店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　テラスモール松戸

くまざわ書店　八千代台店

リブロ　レイクピアウスイ店

東京都
COMIC ZIN秋葉原店

くまざわ書店　東京テレポート店



アニメイト　蒲田店

啓文堂書店　北野店

ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店

啓文堂書店　高尾店

くまざわ書店コミックランドビーワン蒲田店

あゆみＢｏｏｋｓ　平和台店

オリオン書房　ノルテ店

ジュンク堂書店　池袋本店

くまざわ書店　大手町店

オリオン書房　小平店

ブックスタマ　武蔵小山店

ジュンク堂書店　吉祥寺店

くまざわ書店　昭島店

スーパーブックス　住吉書房　中目黒ブックセンター

くまざわ書店　桜ヶ丘店

啓文堂書店　多摩センター店

啓文堂書店　吉祥寺店

丸善　有明ガーデン店

リブロ　南砂町ショッピングセンターＳＵＮＡＭＯ店

喜久屋書店　府中店

書泉芳林堂書店　東長崎店

有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店

スーパーブックス　竹の塚駅前店

増田書店

ＮＥＴ２１井上昭島店

太洋堂書店

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店

井上書店　久が原店

ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ　ＥＱＵｉＡ北千住中央店

オリオン書房　エミオ秋津店

啓文堂書店　府中本店

アニメイト　町田店

山下書店　半蔵門店

有隣堂　錦糸町テルミナ店

書泉芳林堂書店　高田馬場店

アニメイト　池袋本店

啓文堂書店　渋谷店

ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ

アニメイト　渋谷店

アニメイト　新宿ハルク

書泉グランデ

三省堂書店　成城店

アニメイト　イオンモールむさし村山

アニメイト　立川店

アニメイト　吉祥寺パルコ

アニメイト　秋葉原本館

ＢＯＯＫＳキデイランド　亀有店

スーパーブックス　芳進堂　ラムラ店



未来屋書店　多摩平の森店

未来屋書店　板橋店

文教堂書店　成増店

明正堂　アトレ上野店

三省堂書店　東京ソラマチ店

有隣堂　アトレ恵比寿店

くまざわ書店　エミオ池袋店

丸善　日本橋店

有隣堂　アトレ大井町店

丸善　丸の内本店

書泉ブックタワー

三省堂書店　神保町本店

ブックファースト　新宿店

アニメイト　八王子店

ＮＥＴ２１ブックスページワンＩＹ赤羽店

ＴＳＵＴＡＹＡ　町田木曽店

まんが王

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　東急プラザ蒲田店

メロンブックス　秋葉原店

メロンブックス　八王子店

メロンブックス　蒲田店

メロンブックス　池袋店

メロンブックス　新宿店

メロンブックス　立川店

紀伊國屋書店　新宿本店　Ｃｏｍｉｃ＆ＤＶＤフォレスト

紀伊國屋書店　国分寺店

紀伊國屋書店　イトーヨーカドー木場店

紀伊國屋書店　西武渋谷店

紀伊國屋書店　小田急町田店

文真堂書店　足立花畑店

明屋書店　中野ブロードウェイ店

オリオン書房　ルミネ立川店

オリオン書房　イオンモールむさし村山店

オリオン書房　アレア店

オリオン書房　サザン店

ＰＡＰＥＲ　ＷＡＬＬ　エキュート立川エキナカＷＥＳＴ店

ＰＡＰＥＲ　ＷＡＬＬ　エキュート立川店

ＰＡＰＥＲ　ＷＡＬＬ　ｎｏｎｏｗａ国立店

よむよむ　ザ・モールみずほ店

文禄堂　荻窪店

文禄堂　高円寺店

あゆみＢｏｏｋｓ　杉並店

リブロ　福生店

ＰＡＰＥＲ　ＷＡＬＬ　エキュート品川店

リブロ　南町田グランベリーパーク店

あゆみＢｏｏｋｓ　瑞江店

文禄堂　早稲田店

リブロ　汐留シオサイト店



リブロ　東銀座店

リブロ　浅草店

パルコブックセンター　調布店

リブロ　国領店

リブロ　光が丘店

リブロ　花小金井店

リブロ　エミオ富士見台店

リブロ　ひばりが丘店

リブロ　大泉店

リブロ　田無店

オリオン書房　上石神井店

神奈川県
三省堂書店　海老名店

くまざわ書店　相模大野店

スーパーブックス　住吉書房　久里浜店

サクラ書店　高村店

くまざわ書店　本厚木店

ブックスキタミ　港南台店

天一書房　日吉店

紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店

ブックポート２０３　大和店

文教堂書店　平塚店

文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店

中村書店　本店

スーパーブックス　住吉書房　新丸子駅前店

伊勢原書店　秦野店

アニメイト　小田原店

有隣堂　横浜駅西口店

丸善　ラゾーナ川崎店

Ｂｏｏｋプラザ文華堂

八重洲ブックセンター　イトーヨーカドー上永谷店

有隣堂　伊勢佐木町本店

ＢＯＯＫＳえみたす　大口店

未来屋書店　秦野店

アニメイト　川崎店

アニメイト　本厚木店

アニメイト　横須賀店

有隣堂　ルミネ横浜店

文教堂書店　溝ノ口本店

文教堂書店　中山とうきゅう店

ブックポート２０３　中野島店

アニメイト　藤沢店

ブックファースト　モザイクモール港北店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　川崎駅前店

ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店

ジュンク堂書店　藤沢店

サクラ書店　駅ビル店

紀伊國屋書店　武蔵小杉店



丸善　横浜みなとみらい店

メロンブックス　通信販売部

メロンブックス　横浜店

紀伊國屋書店　横浜店

紀伊國屋書店　イオンモール座間店

紀伊國屋書店　イトーヨーカドー川崎店

精文館書店　下瀬谷店

精文館書店　下永谷店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　相鉄ライフ三ツ境

アニメイト　横浜ビブレ

リブロ　港北東急ＳＣ店

よむよむ　横浜仲町台店

よむよむ　原当麻駅前店

静岡県
焼津谷島屋　アピタ島田店

ＢＯＯＫＳえみたす　焼津店

ＮＥＴ２１吉見書店長田店

谷島屋　アピタ磐田店

谷島屋　マークイズ静岡店

谷島屋　ららぽーと磐田店

文教堂書店　伊東店

谷島屋　ららぽーと沼津店

アニメイト　イオンモール富士宮店

藤枝江崎書店　駅南本店

アマノ　三方原店

アマノ　入野店

江崎書店　袋井店

アニメイト　静岡パルコ

アマノ　有玉店

戸田書店　富士宮店

アマノ　布橋店

アマノ　高丘店

明屋書店　イケヤ高丘店

マルサン書店　駅北店

アニメイト　沼津店

マルサン書店　サントムーン店

谷島屋　富士店

谷島屋　流通通り店

谷島屋　サンストリート浜北店

メロンブックス　静岡店

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐鳴台店

精文館書店　領家店

精文館書店　ＴＳＵＴＡＹＡ豊田町店

精文館書店　ＴＳＵＴＡＹＡ御殿場店

明屋書店　浜松渡瀬店

明屋書店　イケヤ湖西店

明屋書店　イケヤ磐田東店

明屋書店　掛川西郷店



愛知県
丸善　ヒルズウォーク徳重店

丸善　アピタ知立店

精文館書店　豊田西店

ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店

滝書店

丸善　アスナル金山店

ジュンク堂書店　名古屋栄店

カルコス　扶桑店

らくだ書店　本店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　名古屋大須店

くまざわ書店　名古屋セントラルパーク店

丸善　イオンタウン千種店

未来屋書店　有松店

ＴＳＵＴＡＹＡ　高蔵寺店

夢屋書店　ピアゴ新城店

未来屋書店　東浦店

アニメイト　名古屋店

くまざわ書店　イーアス春日井店

未来屋書店　守山店

三省堂書店　名古屋本店

アニメイト　豊橋店

アニメイト　名古屋パルコ

アニメイト　東岡崎店

アニメイト　豊田店

ＴＳＵＴＡＹＡ　名古屋駅西店

メロンブックス　名古屋店

メロンブックス　豊橋店

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

紀伊國屋書店　プライムツリー赤池店

精文館書店　本店コミック館

精文館書店　三ノ輪店

精文館書店　二川店

精文館書店　汐田橋店

精文館書店　新城店

精文館書店　新豊田店

精文館書店　イオンスタイル豊田店

精文館書店　豊田プラザ店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ららぽーと愛知東郷

精文館書店　津島店

精文館書店　豊川店

精文館書店　西尾店

精文館書店　蒲郡店

精文館書店　幸田店

精文館書店　安城店

精文館書店　荒尾店

精文館書店　新高浜店



精文館書店　豊明店

精文館書店　一宮店

精文館書店　新田原店

精文館書店　中島新町店

精文館書店　蒲郡三谷店

精文館書店　新津島店

精文館書店　尾張一宮店

精文館書店　幸店

精文館書店　東店

精文館　北部店

精文館書店　南店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＦＡＳもとまち店

岐阜県
カルコス　各務原店

アニメイト　岐阜店

三洋堂書店　芥見店

カルコス　本店

丸善　岐阜店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　モレラ岐阜

滋賀県
いけだ書店　長浜店

ふたば書房　野洲店

本のがんこ堂　野洲店

喜久屋書店　草津店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　水口

ジュンク堂書店　滋賀草津店

アニメイト　アルプラザ草津店

京都府
アバンティブックセンター　洛北店

宮脇書店　福知山店

ふたば書房　山科駅前店

大垣書店　イオンモール京都桂川店

未来屋書店　久御山店

宮脇書店　亀岡店

山科書店　ラクトＢ店

ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店

恵文社　西大路店

富士書房　木津店

大垣書店　京都ヨドバシ店

大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店

平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　アルプラザ城陽店

ふたば書房　京都駅八条口店

ふたば書房　御池ゼスト店

ふたば書房　紫野店

ふたば書房　洛西店

メロンブックス　京都店

アニメイト　京都店

大阪府



くまざわ書店　津久野店

アニメイト　京橋店

未来屋書店　大日店

ふたば書房　茨木店

ジュンク堂書店　上本町店

田村書店　南茨木店

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店

ブックファースト　曽根店

ブックスタジオ　エキマルシェ新大阪店

水嶋書房　ニトリモール枚方店

ブックファースト　梅田２階店

パルネット　ベルマージュ堺店

ジュンク堂書店　天満橋店

丸善　八尾アリオ店

ヤマダ電機　ＬＡＢＩ１なんば店書籍売場

ジュンク堂書店　松坂屋高槻店

アニメイト　大阪日本橋店

アニメイト　天王寺店

大東書店

喜久屋書店　漫画館阿倍野店

水嶋書房　くずは駅店

アニメイト　高槻店

アニメイト　梅田店

アニメイト　枚方店

紀伊國屋書店　天王寺ミオ店

サンミュージック　ハイパーブックス茨木

文教堂書店　住道店

文教堂書店　淀屋橋店

大垣書店　高槻店

ジュンク堂書店　大阪本店

ジュンク堂書店　難波店

紀伊國屋書店　アリオ鳳店

キタモト書店　２号店

コミックランド　ヒバリヤ

大垣書店　イオンモール堺鉄砲町店

ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店

アニメイト　布施店

メロンブックス　大阪日本橋店

メロンブックス　梅田店

紀伊國屋書店　梅田本店

紀伊國屋書店　グランフロント大阪店

紀伊國屋書店　堺北花田店

紀伊國屋書店　泉北店

紀伊國屋書店　本町店

紀伊國屋書店　高槻阪急店

リブロ　イオンモール鶴見店

リブロ　江坂店

リブロ　なんばウォーク店



兵庫県
キャップ書店　逆瀬川店

ＦＵＴＡＢＡ＋プリコ垂水店

大垣書店　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店

ジュンク堂書店　三宮店

ふたば書房　つかしん店

喜久屋書店　北神戸店

紀伊國屋書店　神戸阪急店

うかいや書店　龍野店

ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路飾磨店

ジュンク堂書店　西宮店

ジュンク堂書店　神戸住吉店

ジュンク堂書店　姫路店

ブックファースト　宝塚店

ジュンク堂書店　芦屋店

喜久屋書店　姫路店

文林西村書店

うかいや書店　太子南店

喜久屋書店　西宮東店

未来屋書店　和田山店

うかいや書店　福崎店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ　豊岡店

ジュンク堂書店　神戸さんちか店

ジュンク堂書店　三宮駅前店

くまざわ書店　コロワ甲子園店

ＮＥＴ２１宝塚サンクスソリオ店

アニメイト　イオン明石店

キャップ書店　立花店

宮脇書店　アマゴッタ店

アニメイト　三宮店

ブックスキヨスク　尼崎店

メロンブックス　神戸店

アニメイト　姫路店

アニメイト　川西店

紀伊國屋書店　川西店

紀伊國屋書店　加古川店

ブックスユートピア　野間店

リブロ　西明石店

和歌山県
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　橋本店

本と文具ツモリ　西部店

奈良県
喜久屋書店　奈良駅店

旭屋書店　イオンモール奈良登美ケ丘店

喜久屋書店　橿原店

ＴＳＵＴＡＹＡ　桜井店

三重県
別所書店　津駅店



別所書店　イオン店

ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ鈴鹿店

コメリ書房　松阪店

ＢＯＯＫ　ＰＡＲＫ　ｍｉｙｏｋｋａ！？　イオンタウン四日市泊店

岡山県
丸善　岡山シンフォニービル店

津山ブックセンター　アルネ店

喜久屋書店　倉敷店

津山ブックセンター

未来屋書店　岡山店

啓文社　岡山本店

アニメイト　岡山店

紀伊國屋書店　エブリイ津高店

紀伊國屋書店　クレド岡山店

広島県
ジュンク堂書店　広島駅前店

啓文社　イオン三原店

啓文社　コア春日店

啓文社　西条店

啓文社　ポートプラザ店

紀伊國屋書店　広島店

アニメイト　広島店

アニメイト　福山店

ブックセンタージャスト　庄原店

ＴＳＵＴＡＹＡ　松永店

アニメイト　フジグラン東広島店

メロンブックス　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

明屋書店　フジグラン三原店

島根県
ブックセンタージャスト　浜田店

今井書店グループセンター店

今井書店　学園通り店

今井書店　出雲店

鳥取県
今井書店　吉成コミック店

本の学校　今井ブックセンター

今井書店　境港店

今井書店　湖山メディア館

今井書店　アプト店

今井書店　錦町店

今井書店　倉吉店

アニメイト　イオン米子駅前店

香川県
くまざわ書店　高松店

宮脇書店　南本店

ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店



紀伊國屋書店　丸亀店

愛媛県
アニメイト　松山店

明屋書店　宇和島明倫店

明屋書店　川之江店

メロンブックス　松山店

紀伊國屋書店　いよてつ高島屋店

明屋書店　ＭＥＧＡ西の土居店

明屋書店　西条福武店

明屋書店　川東店

明屋書店　新居浜松木店

明屋書店　西条本店

明屋書店　東予店

明屋書店　今治本店

明屋書店　今治別宮店

明屋書店　喜田村店

明屋書店　ＭＥＧＡ平田店

明屋書店　空港通店

ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店　アエル店

明屋書店　松山本店

明屋書店　平井店

Ｂｏｏｋｓ　Ｈａｒｕｙａ　Ｓｐｉｒｉｔｓ石手店

明屋書店　石井店

明屋書店　松前店

明屋書店　大洲店

明屋書店　内子店

明屋書店　八幡浜店

明屋書店　宇和店

明屋書店　南宇和店

明屋書店　広見店

徳島県
ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店

アニメイト　徳島店

ＴＳＵＴＡＹＡ　田宮店

ＴＳＵＴＡＹＡ　北島店

紀伊國屋書店　ゆめタウン徳島店

紀伊國屋書店　徳島店

キダブン

高知県
金高堂

宮脇書店　高須店

金高堂　土佐山田店

未来屋書店　高知店

明屋書店　四万十川店

明屋書店　宿毛店

山口県
宮脇書店　宇部店

ブックランド都野　宇部店



くまざわ書店　下関店

アニメイト　イオン防府店

宮脇書店　徳山店

明屋書店　光店

明屋書店　下松店

明屋書店　南岩国店

明屋書店　柳井店

ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店　ゆめタウン徳山店

明屋書店　今宿店

明屋書店　富田店

明屋書店　ＭＥＧＡ大内店

明屋書店　緑町店

明屋書店　下関長府店

明屋書店　ＭＥＧＡ新下関店

明屋書店　宮野店

明屋書店　小郡店

明屋書店　萩店

明屋書店　東岐波店

明屋書店　長門店

明屋書店　厚狭店

福岡県
ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂　原田店

くまざわ書店　小倉店

ＢＯＯＫＳあんとく　みづま店

元野木書店

六本松　蔦屋書店

福岡金文堂　行橋店

丸善　博多店

たけふじ文泉堂

積文館書店　天神地下街店

Ａ’ＢＯＯＫ　穂波店

福家書店　福岡木の葉モール橋本店

ジュンク堂書店　福岡店

紀伊國屋書店　久留米店

喜久屋書店　小倉店

メトロ書店　千早店

福岡金文堂　姪浜南店

明林堂書店　エーブック飯塚店

ブックセンタークエスト　小倉本店

アニメイト　小倉店

白石書店　駅前店

メロンブックス　福岡天神店

フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＴＥＲＡイオンモール福岡店

ＴＳＵＴＡＹＡ　前原店

ＴＳＵＴＡＹＡ　朝日ケ丘店

ＴＳＵＴＡＹＡ　サンリブ宗像店

アニメイト　福岡パルコ店

メロンブックス　小倉店



紀伊國屋書店　福岡本店

紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店

明屋書店　豊前店

明屋書店　行橋行事店

明屋書店　くりえいと宗像店

明屋書店　伊加利店

明屋書店　小倉南店

明屋書店　小倉沼新町店

文喫　福岡天神

佐賀県
アニメイト　モラージュ佐賀店

ＴＳＵＴＡＹＡ　兵庫町店

紀伊國屋書店　佐賀店

長崎県
ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ浜町店

メトロ書店　本店

アニメイト　佐世保店

アニメイト　長崎店

紀伊國屋書店　長崎店

大分県
くまざわ書店　大分店

ゲオ　宇佐店

紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店

桜瀬書店

ＴＳＵＴＡＹＡ　別府上人ケ浜店

明屋書店　高城店

明屋書店　賀来店

明屋書店　大分フリーモールわさだ店

明屋書店　コスモタウン佐伯店

明屋書店　臼杵野田店

明屋書店　日田店

明屋書店　宇佐店

明屋書店　豊後高田店

明屋書店　中津本店

明屋書店　中央町店

リブロ　大分わさだ店

リブロ　大分トキハ店

リブロ　別府店

熊本県
蔦屋書店　熊本三年坂

アニメイト　熊本店

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

金龍堂　まるぶん店

ブックスまるぶん　イオン天草店

金龍堂　八代ファースト文庫店

明屋書店　錦店

明屋書店　免田店



明屋書店　サンロードシティ熊本店

明屋書店　多良木店

鹿児島県
ジュンク堂書店　鹿児島店

ＭＡＲＵＺＥＮ　天文館店

ブックスミスミ　オプシア店

ＴＳＵＴＡＹＡ　フレスポ国分店

紀伊國屋書店　鹿児島店

明屋書店　川内店

宮崎県
アニメイト　宮崎店

紀伊國屋書店　アミュプラザみやざき店

ＦＣ明屋書店　川南店

ＪＡ明屋書店　高千穂店

沖縄県
くまざわ書店　那覇店

アニメイト　那覇国際通り店

リブロ　リウボウブックセンター店

通販
虎の穴

セブンネット


