
都道府県 書店名

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　あいの里店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌菊水店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　美しが丘

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　新道東駅前店

北海道 文教堂北４９条店

北海道 アニメイト函館店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　余市店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　小樽店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　室蘭店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧バイパス店

北海道 アニメイト札幌

北海道 ゲーマーズ　札幌店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌琴似店

北海道 ダイヤ書房 本店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　サーモンパーク店

北海道 江別　蔦屋書店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　上江別店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　岩見沢店

北海道 アニメイト旭川

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　滝川店

北海道 岡書　西帯店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　中標津店

北海道 アニメイト イオン釧路店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　美幌店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　網走店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店

青森県 ジョイム栄町店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田元町店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　むつ店

青森県 BookShop かえで

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ＨＩＲＯＲＯ

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前樹木店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　五所川原店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　つがる柏店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ニュータウン店

岩手県 ジュンク堂書店盛岡店

岩手県 アニメイト盛岡

岩手県 エムズエクスポ盛岡店

岩手県 ＭＯＲＩＯＫＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ



都道府県 書店名

岩手県 TSUTAYA一関店

岩手県 ＴＳＵＴＡＹＡ　水沢店

岩手県 ブックスアメリカン北上店

岩手県 ＴＳＵＴＡＹＡ　花巻店

秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　広面店

秋田県 加賀谷書店茨島店

秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中野店

秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仁井田店

秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　横手店

秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大仙店

秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　由利本荘店

秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　能代店

秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大館店

宮城県 丸善仙台アエル店

宮城県 アニメイト仙台

宮城県 喜久屋書店仙台店

宮城県 ゲーマーズ　仙台店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　利府店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台南店

宮城県 蔦屋書店　仙台泉店

宮城県 蔦屋書店　アクロスプラザ富沢西店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ヨークタウン新田東店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台荒井店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　やまとまち店

宮城県 ブックスなにわ多賀城店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　涌谷店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　築館店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岩沼店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛子店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大崎古川店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　古川バイパス店

宮城県 スクラム古川店

山形県 ＴＳＵＴＡＹＡ　寒河江店

山形県 ファミリーマートハラトク書店

山形県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴岡ミーナ店

山形県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東根店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　川俣店

福島県 岩瀬書店福島駅西口店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　福島南店

福島県 岩瀬書店八木田店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　白河店

福島県 宮脇書店須賀川店



都道府県 書店名

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　須賀川東店

福島県 TSUTAYA船引店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　棚倉店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑野店

福島県 岩瀬書店富久山店プラスゲオ

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン郡山店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　会津アピオ店

福島県 ブックスなにわ会津若松店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　喜多方西店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　本宮店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　二本松店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　坂下店

福島県 ブックエース　上荒川店

福島県 ブックエース　小名浜店

福島県 ブックエース　イオンモールいわき小名浜店

福島県 ブックエース　植田店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南相馬店

茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　神立店

茨城県 WonderGOO東店

茨城県 蔦屋書店　龍ケ崎店

茨城県 ブックエース　新取手店

茨城県 ブックエース　下妻店

茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば

茨城県 WonderGOOつくば店

茨城県 ブックエース　総和店

茨城県 ブックエース　坂東店

茨城県 ブックエース　結城店

茨城県 ブックエース　下館店

茨城県 ブックエース　酒門店

茨城県 ブックエース　茨大前店

茨城県 ブックエース　見和店

茨城県 蔦屋書店　ひたちなか店

茨城県 ブックエース　勝田東石川店

茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋宮中店

茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　神栖店

茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋南店

茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ピアシティ石岡店

茨城県 ブックエース　日立鮎川店

茨城県 ブックエース　東海店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮戸祭店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮インターパーク店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮南店



都道府県 書店名

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮竹林店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　今市店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　益子店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿沼店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　小山ロブレ店

栃木県 宮脇書店小山店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　小山城南店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ハートランド大田原店

栃木県 WonderGOO大田原店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐野店

栃木県 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　４００号西那須野店

群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　江木店

群馬県 アニメイト高崎

群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大泉店

群馬県 くまざわ書店イーサイト店

群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　タマムラブックセンター

群馬県 蔦屋書店　前橋吉岡店

群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　片貝店

群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　アクエル前橋

群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　前橋荒牧店

群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　箱田店

群馬県 蔦屋書店　伊勢崎茂呂店

群馬県 蔦屋書店　伊勢崎平和町店

群馬県 蔦屋書店　伊勢崎宮子店

群馬県 蔦屋書店　太田店

群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　渋川店

群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　安中店

群馬県 蔦屋書店　前橋みなみモール店

埼玉県 ゲーマーズ　大宮店

埼玉県 ジュンク堂書店大宮高島屋店

埼玉県 文教堂　川口駅店

埼玉県 須原屋ビーンズ武蔵浦和店

埼玉県 ブックデポ書楽

埼玉県 CROSSBOOKS松原店

埼玉県 くまざわ書店鷲宮店

埼玉県 宮脇書店　越谷店

埼玉県 ブックエース　春日部１６号線店

埼玉県 ブックエース　杉戸店

埼玉県 蔦屋書店　フォレオ菖蒲店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　加須店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大利根店



都道府県 書店名

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南古谷店

埼玉県 蔦屋書店　川島インター店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　坂戸八幡店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ヶ島店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＱＬｕＲｉ川越店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高麗川店

埼玉県 書泉・芳林堂書店エミオ狭山市店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　狭山店

埼玉県 宮脇書店朝霞店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　朝霞台店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ふじみ野駅前店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　三芳藤久保店

埼玉県 リブロららぽーと富士見店

埼玉県 蔦屋書店　東松山店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　嵐山店

埼玉県 蔦屋書店　滑川店

埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＴＳＵＴＡＹＡ　入間店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　入間仏子店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＪＲ東所沢駅前店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　新所沢店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　所沢山口店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　雀宮店

埼玉県 蔦屋書店　熊谷店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊奈店

埼玉県 蔦屋書店　本庄早稲田店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鴻巣吹上店

千葉県 コミックとらのあな　千葉店

千葉県 三省堂書店カルチャーステーション千葉

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　千葉寺店

千葉県 幕張　蔦屋書店

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　流山店

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　千葉ニュータウン店

千葉県 アニメイト津田沼

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　六高台店

千葉県 ときわ書房本八幡スクエア店

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鎌ヶ谷店

千葉県 TSUTAYA夏見台店

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　津田沼店

千葉県 ゲーマーズ　津田沼店

千葉県 アニメイト柏

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　柏駅前店

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　柏青葉台店
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千葉県 紀伊國屋書店セブンパークアリオ柏店

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　七光台店

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　浦安さくら通り店

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐倉店

千葉県 ブックエース　成田赤坂店

千葉県 多田屋　佐原店

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　富津店

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　館山店

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鴨川店

千葉県 蔦屋書店　茂原店

千葉県 WonderGOO茂原店

千葉県 博文堂書店君津店

東京都 アニメイト秋葉原本館

東京都 ゲーマーズ　秋葉原本店

東京都 コミックとらのあな　秋葉原店Ａ

東京都 COMICZIN秋葉原

東京都 書泉ブックタワー

東京都 書泉グランデ

東京都 まんが王

東京都 クロスブックスサミット王子店

東京都 竹島書店　高砂店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　亀有店

東京都 有隣堂錦糸町テルミナ店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ亀戸

東京都 リブロ南砂町店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　大森町駅前店

東京都 アニメイト蒲田

東京都 SHIBUYA TSUTAYA

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　下北沢

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　馬事公苑店

東京都 アニメイト新宿

東京都 ブックファースト新宿店

東京都 コミックとらのあな　新宿店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　浜田山店

東京都 アニメイト池袋本店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ＥＱＵｉＡ池袋店

東京都 ジュンク堂書店池袋本店

東京都 蔦屋書店　練馬春日町店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　三鷹北口店

東京都 アニメイト吉祥寺パルコ

東京都 リブロ国領店
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東京都 TSUTAYA調布駅南口店

東京都 啓文堂書店府中本店

東京都 アニメイト立川

東京都 オリオン書房アレア店

東京都 アニメイト八王子店

東京都 蔦屋書店　南大沢店

東京都 蔦屋書店　八王子みなみ野店

東京都 蔦屋書店　八王子楢原店

東京都 アニメイト町田店

東京都 ゲーマーズ　町田店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　町田木曽店

東京都 野崎書林

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　羽村店

東京都 蔦屋書店　多摩永山店

東京都 啓文堂書店多摩センター店

東京都 蔦屋書店　稲城若葉台店

東京都 オリオン書房ノルテ店

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　川崎駅前店

神奈川県 アニメイト川崎

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　向ヶ丘遊園店

神奈川県 有隣堂横浜西口コミック王国

神奈川県 アニメイト横浜ビブレ店

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　はまりん横浜駅店

神奈川県 ゲーマーズ　横浜店

神奈川県 丸善横浜みなとみらい店

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　菊名駅東口店

神奈川県 蔦屋書店　港北ミナモ店

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　あざみ野店

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ホームズ新山下店

神奈川県 有隣堂　伊勢佐木町本店

神奈川県 八重洲ブックセンター京急上大岡店

神奈川県 ブックスキタミ

神奈川県 アニメイト横須賀

神奈川県 住吉書房久里浜店

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ヶ峰駅前店

神奈川県 蔦屋書店　大和下鶴間店

神奈川県 ブックポート203大和店

神奈川県 アニメイト本厚木

神奈川県 有隣堂　厚木店

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛甲石田店

神奈川県 三省堂書店海老名店

神奈川県 アニメイトマルイファミリー海老名店



都道府県 書店名

神奈川県 蔦屋書店　厚木下依知店

神奈川県 ジュンク堂書店藤沢店

神奈川県 アニメイト小田原

神奈川県 有隣堂　藤沢店

神奈川県 アニメイト藤沢店

神奈川県 伊勢原書店城山店

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店

神奈川県 未来屋書店 秦野店

新潟県 蔦屋書店　長岡花園店

新潟県 蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店

新潟県 蔦屋書店　長岡新保店

新潟県 戸田書店　長岡店

新潟県 蔦屋書店　長岡古正寺店

新潟県 蔦屋書店　上越インター店

新潟県 蔦屋書店　高田西店

新潟県 蔦屋書店　柏崎岩上店

新潟県 蔦屋書店　小出店

新潟県 蔦屋書店　六日町店

新潟県 蔦屋書店　河渡店

新潟県 アニメイト新潟

新潟県 蔦屋書店　横越バイパス店

新潟県 蔦屋書店　竹尾インター店

新潟県 蔦屋書店　新潟万代

新潟県 蔦屋書店　南笹口店

新潟県 蔦屋書店　新潟中央インター店

新潟県 蔦屋書店　マーケットシティ白根店

新潟県 蔦屋書店　小針店

新潟県 蔦屋書店　新通店

新潟県 蔦屋書店　ベルパルレ寺尾店

新潟県 蔦屋書店　佐渡佐和田店

新潟県 蔦屋書店　新津店

新潟県 蔦屋書店　新発田店

新潟県 蔦屋書店　県央店

福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店

福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ワイプラザ新保店

福井県 TSUTAYA福井パリオ店

福井県 SuperKaBoS敦賀店

福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ワイプラザ武生店

福井県 山田書店　本館

福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　神明店

福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　若杉店

福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　春江店



都道府県 書店名

福井県 宮脇書店春江店

石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店

石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鳴和店

石川県 アニメイト金沢

石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大桑店

石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　イオンモール白山

石川県 金澤文苑堂　羽咋店

富山県 アニメイト富山

富山県 文苑堂書店清水町店

富山県 明文堂書店　新入善店

富山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　砺波店

山梨県 アニメイト甲府

山梨県 朗月堂

山梨県 天真堂書店国母店

山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南アルプスガーデン店

山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲府バイパス店

山梨県 天真堂書店　塩山店

長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　若里店

長野県 蔦屋書店　長野徳間店

長野県 蔦屋書店　長野川中島店

長野県 平安堂川中島店

長野県 蔦屋書店　須坂店

長野県 蔦屋書店　中野店

長野県 蔦屋書店　佐久小諸店

長野県 蔦屋書店　佐久野沢店

長野県 平安堂上田店

長野県 蔦屋書店　上田大屋店

長野県 蔦屋書店　上田しおだ野店

長野県 蔦屋書店　千曲屋代店

長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東松本店

長野県 平安堂　諏訪店

長野県 蔦屋書店　諏訪中洲店

長野県 平安堂飯田店

長野県 平安堂伊那店

長野県 蔦屋書店　大町店

長野県 蔦屋書店　豊科店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　沼津学園通り店

静岡県 ゲーマーズ　沼津店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　サントムーン柿田川店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　富士本吉原店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　函南店



都道府県 書店名

静岡県 蔦屋書店　静岡本店

静岡県 谷島屋流通通り店

静岡県 MARUZEN＆ジュンク堂書店　新静岡店

静岡県 アニメイト静岡パルコ店

静岡県 蔦屋書店　静岡平和町店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　相良店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　静岡西脇店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　辻店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ藤枝瀬戸新屋店

静岡県 谷島屋浜松本店

静岡県 アマノ有玉店

静岡県 アマノ布橋店

静岡県 アマノ三方原

静岡県 明屋書店　イケヤ高丘店

静岡県 アマノ高丘店

静岡県 谷島屋　サンストリート浜北店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　浜松中央店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　袋井国本店

静岡県 谷島屋ららぽーと磐田店

愛知県 アニメイト豊橋

愛知県 三洋堂書店　豊川店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店

愛知県 三洋堂書店西尾店

愛知県 三洋堂書店　碧南店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックセンター名豊刈谷店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　則武新町

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　上小田井店

愛知県 三洋堂書店　清洲店

愛知県 アニメイト名古屋

愛知県 三洋堂書店　中野橋店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックセンター名豊緑店

愛知県 ゲーマーズ　名古屋店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚瑠璃光町店

愛知県 草叢ＢＯＯＫＳ　新守山店

愛知県 三洋堂書店　よもぎ店

愛知県 三洋堂書店　新開橋店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東浦店

愛知県 アニメイト豊田

愛知県 三洋堂書店　本新店

愛知県 三洋堂書店　梅坪店



都道府県 書店名

愛知県 丸善アピタ知立店

愛知県 滝書店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックセンター名豊大府店

愛知県 三洋堂書店　乙川店

愛知県 三洋堂書店　半田店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚半田店

愛知県 三洋堂書店　大田川店

愛知県 三洋堂書店　江南店

愛知県 三洋堂書店　こまき店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高蔵寺店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店

愛知県 光書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　大治店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚イオンタウン弥富店

岐阜県 三洋堂書店　市橋店

岐阜県 三洋堂書店　穂積店

岐阜県 カルコス穂積店

岐阜県 三洋堂書店　新関店

岐阜県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　カラフルタウン岐阜

岐阜県 三洋堂書店　長良店

岐阜県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店

岐阜県 三洋堂書店　各務原店

岐阜県 カルコス各務原店

岐阜県 三洋堂書店　みのかも店

岐阜県 ＴＳＵＴＡＹＡ　多治見インター店

岐阜県 草叢ＢＯＯＫＳ　各務原店

岐阜県 三洋堂書店　下恵土店

岐阜県 コスモブックセンター

三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚四日市店

三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店

三重県 三洋堂書店　桑名店

三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚桑名店

三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店

三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿店

三重県 コメリ書房松阪店

三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店

三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚伊勢上地店

三重県 三洋堂書店　名張店

三重県 コメリ書房上野店

滋賀県 ハイパーブックス大津京店

滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　Ｏｈ！Ｍｅ大津テラス店

滋賀県 本のがんこ堂　野洲店



都道府県 書店名

滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲西店

滋賀県 ハイパーブックス彦根店

滋賀県 サンミュージック近江八幡店

滋賀県 三洋堂書店　近江八幡店

滋賀県 サンミュージック守山店

滋賀県 ハイパーブックス駒井沢店

滋賀県 ジュンク堂書店滋賀草津店

滋賀県 ハイパーブックスかがやき通り店

滋賀県 ハイパーブックス長浜店

滋賀県 サンミュージック長浜店

滋賀県 ハイパーブックス八日市店

滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　水口

滋賀県 ハイパーブックス水口店

京都府 大垣書店　イオンモール京都桂川店

京都府 丸善京都本店

京都府 アニメイト京都

京都府 くまざわ書店桃山店

京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　精華台店

京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ福知山店

京都府 宮脇書店亀岡店

京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　亀岡店

大阪府 ジュンク堂書店大阪本店

大阪府 MARUZEN&ジュンク堂書店　梅田店

大阪府 アニメイト梅田

大阪府 コミックとらのあな　梅田店

大阪府 喜久屋書店漫画館阿倍野店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店

大阪府 アニメイト大阪日本橋

大阪府 ゲーマーズ　なんば店

大阪府 コミックとらのあな　なんば店Ａ

大阪府 ヤマダデンキLABI1なんば

大阪府 わんだ～らんどなんば店

大阪府 ジュンク堂書店難波店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　上新田店

大阪府 ブックファースト曽根店

大阪府 キタモト書店２号店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ

大阪府 田村書店南茨木店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　高槻南店

大阪府 大垣書店 高槻店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　香里園店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ビバモール寝屋川店



都道府県 書店名

大阪府 アニメイト枚方

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　牧野高校前店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　天美店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　八尾老原店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　リノアス八尾店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　堺南店

大阪府 大垣書店イオンモール堺鉄砲町店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　堺プラットプラット店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　アプラたかいし

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉観音寺店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉２６号線店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　貝塚２６号線店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　府大前店

奈良県 奈良　蔦屋書店

奈良県 三洋堂書店　大安寺店

奈良県 三洋堂書店　桜井店

奈良県 ＴＳＵＴＡＹＡ　アクロスプラザ橿原店

奈良県 喜久屋書店橿原店

奈良県 三洋堂書店　香芝店

和歌山県 本と文具ツモリ西部店

兵庫県 ジュンク堂書店三宮店

兵庫県 アニメイト三宮店

兵庫県 ゲーマーズ　神戸三宮店

兵庫県 ジュンク堂書店三宮駅前店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　西鈴蘭台店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤原台店

兵庫県 ジュンク堂書店西宮店

兵庫県 くまざわ書店　コロワ甲子園店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　阪急伊丹駅前店

兵庫県 明屋書店ブックスユートピア野間店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宝塚店

兵庫県 NET21ブックランドサンクス宝塚ソリオ店

兵庫県 アニメイト川西

兵庫県 TSUTAYA AVIX 豊岡店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　篠山店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　和田山店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路広峰店

兵庫県 アニメイト姫路

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　太子店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路飾磨店

兵庫県 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ西明石店

兵庫県 未来屋書店三木店



都道府県 書店名

兵庫県 ジュンク堂書店明石店

兵庫県 うかいや書店石守店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　パークタウン加古川

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高砂米田店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　西脇店

兵庫県 うかいや書店福崎店

鳥取県 今井書店　吉成コミック店

鳥取県 今井書店　湖山メディア館

鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　倉吉店

鳥取県 今井書店　倉吉パープルタウン店

鳥取県 今井書店　倉吉店

鳥取県 Book Yard.chapter3

鳥取県 アニメイトイオン米子

鳥取県 本の学校　今井ブックセンター

鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東福原店

鳥取県 今井書店　錦町店

鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　角盤町店

鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　弓ヶ浜店

鳥取県 今井書店　境港店

鳥取県 今井書店　アプト店

島根県 今井書店グループセンター店

島根県 今井書店　学園通り店

島根県 今井書店　安来プラーナ店

島根県 今井書店　ゆめタウン出雲店

島根県 今井書店　出雲店

島根県 ブックセンタージャスト浜田店

島根県 今井書店　木次マルシェリーズ店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　岡山駅前

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大安寺店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　津島モール店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　十日市店

岡山県 アニメイト岡山

岡山県 未来屋書店岡山店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ岡南店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高屋店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ平井店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡山西大寺店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　山陽店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中庄店

岡山県 喜久屋書店倉敷店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中島店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　水島店



都道府県 書店名

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　玉島店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　笠岡富岡店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　井原店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　総社東店

岡山県 啓文社岡山本店

広島県 アニメイト福山

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　駅家店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢丘店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　新涯店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　府中高木店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　松永店

広島県 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＭＥＧＡ中筋店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　可部店

広島県 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＧＩＧＡ五日市店

広島県 廣文館新幹線店

広島県 アニメイト広島

広島県 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＧＩＧＡ宇品店

広島県 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　広店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東広島店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン東広島店

山口県 ＴＳＵＴＡＹＡ　防府店

山口県 くまざわ書店下関店

山口県 ＴＳＵＴＡＹＡ　山口葵店

香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　西宝店

香川県 アニメイト高松

香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高松サンシャイン通り店

香川県 宮脇書店南本店

香川県 TSUTAYA丸亀郡家店

香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇多津店

徳島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　田宮店

徳島県 アニメイト徳島

徳島県 カルチャーシティ平惣徳島店

徳島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　北島店

徳島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　石井店

徳島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン石井店

高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店

高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高岡店

高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南国店

高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　四万十店

愛媛県 アニメイト松山

愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン松山店

愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　松山平井店



都道府県 書店名

愛媛県 明屋書店松前店

愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　エミフルＭＡＳＡＫＩ

愛媛県 明屋書店MEGA平田店

愛媛県 明屋書店　中央通店

愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　新居浜店

愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジ夏目店

福岡県 ゲーマーズ　小倉店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　サンリブきふね店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　朝日ヶ丘店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　共立大前店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中間店

福岡県 アニメイト福岡パルコ

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　薬院店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　マークイズ福岡ももち

福岡県 TSUTAYA和白店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　老司店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＧＡＲＡＧＥ　福岡志免

福岡県 フタバ図書TSUTAYATERAイオンモール福岡店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　サンリブ宗像店

福岡県 MARUZEN博多店

福岡県 紀伊國屋書店福岡本店

福岡県 ゲーマーズ　博多店

福岡県 蔦屋書店　コマーシャルモール博多

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　神松寺店

福岡県 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＧＩＧＡ福岡春日店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　シュロアモール店

福岡県 蔦屋書店　イオンモール筑紫野

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　太宰府店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　前原店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　コスタ行橋店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　上津店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　柳川店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　八女店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　ゆめタウン大牟田店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　合川店

大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　森町店

大分県 くまざわ書店　大分明野店

大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　光吉店

大分県 リブロ大分わさだ店

大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中津店

大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　別府上人ヶ浜店

大分県 桜瀬書店＋GEO竹田店



都道府県 書店名

大分県 ゲオ宇佐店

佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　佐大通り店

佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鳥栖店

佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　武雄店

佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　唐津店

佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊万里店

佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　兵庫町店

佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　医大通り店

佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　鹿島店

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ時津店

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ城山店

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス愛野店

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　させぼ五番街店

長崎県 アニメイト佐世保

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス有家店

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　広田店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　田崎店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　清水バイパス店

熊本県 蔦屋書店　熊本三年坂

熊本県 アニメイト熊本

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　琴平店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　植木店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　菊池店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　さくらの森店

熊本県 蔦屋書店嘉島

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　近見店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　御領店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　健軍店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　浜線店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　玉名店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　八代松江店

熊本県 蔦屋書店　小川町

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　菊陽

宮崎県 蔦屋書店　宮崎高千穂通り

宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　宮交シティ

宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　大塚台店

宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　岡富店

宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　たかなべ店

鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　プラッセ種子島店



都道府県 書店名

鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　名瀬店

鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　串木野店

鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　加世田店

鹿児島県 TSUTAYA出水本町店

鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊集院店

鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フレスポ国分店

沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　那覇新都心店

沖縄県 ジュンク堂書店那覇店

沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　糸満店

沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宜野湾上原店

沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　泡瀬店

沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　石垣店


