
北海道
アニメイト　旭川店

アニメイト　函館店

アニメイト　イオン釧路店

宮脇書店　帯広店

アイブック　イトーヨーカドー屯田店

くまざわ書店　アリオ札幌店

くまざわ書店　東神楽店

紀伊國屋書店　小樽店

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　札幌店

ジュンク堂書店　旭川店

喜久屋書店　帯広店

三省堂書店　函館営業所川原店

三省堂書店　札幌店

未来屋書店　発寒店

大垣書店　東光ストア円山店

大垣書店　東光ストア行啓通店

函館　蔦屋書店

ＴＳＵＴＡＹＡ　美しが丘店

ＴＳＵＴＡＹＡ　岩見沢店

岡書　西帯店

岡書　帯広イーストモール

蔦屋書店　木野店

ザ・本屋さん　白樺コロニー店

ザ・本屋さん　エルマー店

ザ・本屋さん　音更ＯＫ店

文教堂書店　琴似駅前店

文教堂　札幌大通駅店

文教堂書店　北４９条店

イオン　岩見沢店

メロンブックス　札幌店

アニメイト　札幌店

青森県
アニメイト　青森店

本のよしのや　ラ・セラ東バイパス店

ＮＥＴ２１伊吉書院類家店

金入　番町店

ジュンク堂書店　弘前中三店

ＪＯＹＭ　緑町店

成田本店　つくだ店

成田本店　サンロード店

アニメイト　弘前店

「墜落JKと廃人教師」美麗イラストフェア　参加店一覧



アニメイト　八戸ラピア

ブックスモア　ベイブリッジ店

秋田県
アニメイト　秋田店

スーパーブックス　八橋店

加賀谷書店　茨島店

ＢＯＯＫＳアルファ　能代ＳＣ店

ブックスモア　鷹巣店

ジュンク堂書店　秋田店

未来屋書店　秋田店

ブックスモア　本荘店

ブックスモア　湯沢店

ブックスモア　大曲店

山形県
アニメイト　山形店

宮脇書店　天童店

松田書店　コム店

松田書店　フローラ店

こまつ書店　寿町本店

こまつ書店　西田店

こまつ書店　堀川町店

戸田書店　三川店

未来屋書店　三川店

ファミリーマート　ハラトク書店米沢店

岩手県
アニメイト　盛岡店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　奥州水沢店

ＢＯＯＫＳこなり

ジュンク堂書店　盛岡店

ＢＯＯＫＢＯＹ　大船渡店

伊東文具店

ブックスアメリカン　北上店

さわや書店　フェザン店

さわや書店　釜石店

宮城県
よしのや本間仙台愛子店

くまざわ書店　エスパル仙台店

紀伊國屋書店　仙台店

喜久屋書店　仙台店

未来屋書店　名取店

未来屋書店　仙台中山店

ヤマト屋書店　仙台長命ヶ丘店

ヤマト屋書店　東仙台店

ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台荒井店

金港堂　泉パークタウン店

ブックＴＯＷＮ　角田店

ＢＯＯＫＣＯＭＰＡＳＳ　仙台北口店



丸善　仙台アエル店

スクラム　古川店

未来屋書店　気仙沼店

メロンブックス　仙台店

アニメイト　仙台店

福島県
アニメイト　福島店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　いわき鹿島店

ヤマニ書房　イオンいわき店

ヤマニ書房　本店

ヤマニ書房　ラトブ店

ブックスなにわ　会津若松本店

くまざわ書店　会津若松店

くまざわ書店　福島店

くまざわ書店　福島エスパル店

ジュンク堂書店　郡山店

岩瀬書店　富久山店プラスゲオ

岩瀬書店　八木田店プラスゲオ

文芸堂書店　相馬店

みどり書房　イオンタウン店

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　小名浜店

ブックエース　上荒川店

水野書店

鹿島ブックセンター

アニメイト　郡山店

アニメイト　イオンいわき

山梨県
ジュンク堂書店　岡島甲府店

戸田書店　山梨中央店

卓示書店　河口湖ＢＥＬＬ店

朗月堂　本店

ＢＯＯＫＳ　ＫＡＴＯＨ　富士吉田店

天真堂書店　塩山店

天真堂書店　国母店

アニメイト　甲府店

長野県
平安堂　新長野店

平安堂　飯田店

平安堂　伊那店

平安堂　若槻店

平安堂　川中島店

平安堂　東和田店

平安堂　上田しおだ野店

平安堂　佐久インターウェーブ店



平安堂　諏訪店

平安堂　更埴店

平安堂　あづみ野店

平安堂　塩尻店

平安堂　上田店

平安堂　須坂店

未来屋書店　佐久平店

笠原書店

笠原書店　レイクウォーク店

三洋堂書店　駒ヶ根店

ＴＳＵＴＡＹＡ　北松本店

文教堂　ＪＯＹ松本店

メロンブックス　長野店

アニメイト　長野店

アニメイト　松本パルコ

新潟県
アニメイト　長岡店

ジュンク堂書店　新潟店

知遊堂　亀貝店

萬松堂

紀伊國屋書店　新潟店

メロンブックス　新潟店

アニメイト　新潟店

富山県
紀伊國屋書店　富山店

喜久屋書店　高岡店

明文堂書店　滑川店

明文堂書店　新入善店

明文堂書店　黒部店

文苑堂書店　魚津サンプラザ店

明文堂書店　富山新庄経堂店

文苑堂書店　清水町店

明文堂書店　富山有沢橋店

明文堂書店　富山掛尾店

文苑堂書店　福田本店

文苑堂書店　新湊店

明文堂書店　氷見店

文苑堂書店　富山豊田店

精文館書店

文苑堂書店　小杉店

明文堂書店　高岡射水店

ＢＯＯＫＳなかだ　本店　コミックラボ

ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店

アニメイト　富山店

本の夢屋



福井県
山田書店　本館

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　敦賀店

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　武生店

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　鯖江店

三洋堂書店　小浜店

宮脇書店　春江店

ＴＳＵＴＡＹＡ　福井パリオ店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ワイプラザ新保店

文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店

じっぷじっぷ　文京店

アニメイト　福井店

石川県
宮脇書店　津幡店

北国書林　アピタ松任店

明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店

金沢ビーンズ明文堂

明文堂書店　ＫＯＭＡＴＳＵ

ＫａＢｏＳ　イオンモール新小松店

明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ能登七尾店

ブックメイトとくひさ

うつのみや　金沢香林坊店

うつのみや　小立野店

ブック宮丸　金沢南店

アニメイト　金沢店

栃木県
博文堂書店　那須塩原店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ真岡店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿沼店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　小山店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大田原店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下野店

くまざわ書店　宇都宮店

喜久屋書店　宇都宮店

ＴＳＵＴＡＹＡ　小山ロブレ店

落合書店　宝木店

宮脇書店　小山店

未来屋書店　佐野新都市店

メロンブックス　宇都宮店

アニメイト　ロブレ小山店

アニメイト　宇都宮店



茨城県
オークスブックセンター　土浦ピアタウン店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　江戸崎店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ石下店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　古河店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　境ＦｉＳＳ店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ友部店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新那珂店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鉾田店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたちなか店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新石岡店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千代田店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立中央店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立田尻店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　北茨城店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新常陸大宮店

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店

丸善　水戸京成店

丸善　日立店

未来屋書店　水戸内原店

三洋堂書店　石岡店

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

ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋南店

ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋宮中店



リブロ　ひたちなか店

メロンブックス　水戸店

アニメイト　水戸店

アニメイト　イオンモール土浦店

群馬県
アニメイト　イオンモール太田

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高崎店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富岡店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊勢崎店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　館林店

くまざわ書店　高崎店

喜久屋書店　太田店

紀伊國屋書店　前橋店

未来屋書店　高崎店

メロンブックス　高崎店

アニメイト　高崎店

埼玉県
アニメイト　イオンレイクタウン店

アニメイト　ららぽーと富士見店

ブックマルシェ　上尾店

ｙｃｖｏｘ　ワカバウォーク店

ＫａＢｏＳ　ららぽーと新三郷店

明文堂書店　川口末広店

ＴＳＵＴＡＹＡ　レイクタウン

明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ戸田

博文堂書店　千間台店

書泉芳林堂書店　エミオ狭山市店

ほんのいえ　宮脇書店　越谷店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　三郷店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　越谷店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　本庄店

くまざわ書店　久喜店

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　菖蒲店

くまざわ書店　草加ＶＡＲＩＥ店

くまざわ書店　蕨錦町店

くまざわ書店　鷲宮店

丸善　桶川店

ジュンク堂書店　大宮高島屋店

東京旭屋書店　イオンモール浦和美園店

三省堂書店　大宮店

東京旭屋書店　新越谷店

旭屋書店　アリオ上尾店

未来屋書店　川口店

ブックファースト　ルミネ川越店

ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽



ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　グランエミオ所沢

精文館書店　北本店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ハレノテラス東大宮店

ブックエース　春日部１６号線店

ブックエース　杉戸店

ＴＳＵＴＡＹＡ　高麗川店

リブロ　ららぽーと富士見店

リブロ　ララガーデン春日部店

須原屋　ビーンズ武蔵浦和店

須原屋　武蔵浦和店

成文堂　南浦和店

未来屋書店　大井店

メロンブックス　大宮店

アニメイト　川口店

アニメイト　大宮コミック館

アニメイト　所沢

アニメイト　川越店

アニメイト　南越谷店

アニメイト　熊谷店

アニメイト　モラージュ菖蒲店

千葉県
アニメイト　イオンモール船橋店

アニメイト　イオンモール木更津店

アニメイト　アリオ柏

Ｂｏｏｋ＋サンモール旭店

オークスブックセンター　仁戸名店

山下書店　南行徳店

オークスブックセンター　横芝光店

ときわ書房　本八幡スクエア店＋ＧＥＯ

博文堂書店　君津店

ゲオ　富里店

ＷｏｎｄｅｒＧｏｏ　野田桜の里店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千葉ニュータウン店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鎌ケ谷店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東金店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　八街店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　成東店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　旭店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店

くまざわ書店　勝田台店

くまざわ書店　モラージュ柏店

くまざわ書店　シャポー船橋店

くまざわ書店　四街道店

くまざわ書店　ららぽーと店

くまざわ書店　ペリエ千葉エキナカ店



くまざわ書店　木更津店

くまざわ書店　八千代台店

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　津田沼パルコ店

紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店

丸善　津田沼店

東京旭屋書店　船橋店

未来屋書店　成田店

三洋堂書店　岬店

ＢｏｏｋＬａｎｄオリブ

三洋堂書店　市原牛久店

宮脇書店　印西牧の原店

精文館書店　おゆみ野店

精文館書店　花見川店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　テラスモール松戸

ＴＳＵＴＡＹＡ　市原五井店

精文館書店　イオンおゆみ野店

精文館書店　木更津店

精文館書店　辰巳台店

ブックエース　成田赤坂店

ＴＳＵＴＡＹＡ　二十世紀ケ丘店

幕張　蔦屋書店

ＴＳＵＴＡＹＡ　北習志野店

蔦屋書店　茂原店

ＴＳＵＴＡＹＡ　柏駅前店

ＴＳＵＴＡＹＡ　三川屋国道店

ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン館山店

ときわ書房　イトーヨーカドー船橋店

ときわ書房　八千代台店

ブックオン　四街道店

喜久屋書店　千葉ニュータウン店

紀伊國屋書店　流山おおたかの森店

三省堂書店　そごう千葉店

三省堂書店　カルチャーステーション千葉店

三省堂書店　イコアス千城台店

ブックエキスプレス　ペリエ西船橋店

ジュンク堂書店　南船橋店

未来屋書店　新浦安店

メロンブックス　千葉店

メロンブックス　柏店

アニメイト　津田沼店

アニメイト　松戸店

アニメイト　千葉店

アニメイト　柏店



東京都
井上書店　久が原店

くまざわ書店　アリオ北砂店

スーパーブックス　住吉書房　中目黒ブックセンター

山下書店　世田谷店

スーパーブックス　竹の塚駅前店

Ｂｏｏｋ＋東中野店

メディアライン　東村山店

ブックスタマ　武蔵小山店

椿書房

不二屋書店

書泉ブックタワー

福家書店　新宿サブナード店

駅前の本屋まこと

太洋堂書店

ブックスオオトリ　高円寺店

書原　つつじヶ丘店

増田書店　北口店

ブックスルーエ

博文堂書店　田無店

野崎書林

ブックスオオトリ　昭島店

くまざわ書店コミックランドビーワン蒲田店

くまざわ書店　東京オペラシティ店

くまざわ書店　エキア北千住

くまざわ書店　イトーヨーカドー綾瀬店

くまざわ書店　東京テレポート店

くまざわ書店　千住大橋店

くまざわ書店　豊洲店

くまざわ書店　池袋店

くまざわ書店　エミオ池袋店

くまざわ書店　サンシャインシティアルパ店

くまざわ書店　国領店

くまざわ書店　京王八王子店

くまざわ書店コミックランドビーワン八王子店

くまざわ書店　桜ヶ丘店

くまざわ書店　昭島店

くまざわ書店　町田根岸店

くまざわ書店　八王子南口店

紀伊國屋書店　西武渋谷店

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店

丸善　丸の内本店

ジュンク堂書店　池袋本店

ジュンク堂書店　大泉学園店

喜久屋書店　府中店

東京旭屋書店　池袋店



三省堂書店　池袋本店

八重洲ブックセンター　石神井公園店

八重洲ブックセンター　イトーヨーカドー武蔵境店

ブックファースト　自由が丘店

ブックファースト　新宿店

ブックファースト　ルミネ北千住店

ブックファースト　中野店

廣文館　イトーヨーカドー曳舟店

大垣書店　ブックスタマ　小作店

大垣書店　ブックスタマ　東大和店

三省堂書店　成城店

ＮＥＴ２１ブックスページワンＩＹ赤羽店

ＮＥＴ２１井上昭島店

竹島書店　高砂店

竹島書店　江古田南口店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ＥＱＵｉＡ池袋店

ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ

ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店

ＴＳＵＴＡＹＡ　三鷹北口店

丸山書房

ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＨＩＢＵＹＡ

ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ　ＥＱＵｉＡ北千住南店

リブロ　南砂町ショッピングセンターＳＵＮＡＭＯ店

あゆみＢｏｏｋｓ　平和台店

オリオン書房　小平店

オリオン書房　ルミネ立川店

オリオン書房　サザン店

リブロ　南町田グランベリーパーク店

オリオン書房　イオンモールむさし村山店

紀伊國屋書店　新宿本店　Ｃｏｍｉｃ＆ＤＶＤフォレスト

紀伊國屋書店　笹塚店

紀伊國屋書店　国分寺店

紀伊國屋書店　小田急町田店

虎ノ門書房　田町店

成文堂　巣鴨駅前店

有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店

有隣堂　アトレ大井町店

三省堂書店　有楽町店

三省堂書店　経堂店

三省堂書店　東京ソラマチ店

啓文堂書店　高尾店

ブックエキスプレス　エキュート赤羽店

啓文堂書店　府中本店

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



ジュンク堂書店　吉祥寺店

ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店

文教堂書店　二子玉川店

文教堂書店　赤羽店

文教堂書店　西葛西店

イオン　西新井店

未来屋書店　板橋店

メロンブックス　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　立川店

メロンブックス　新宿店

メロンブックス　池袋店

アニメイト　蒲田店

アニメイト　錦糸町店

アニメイト　秋葉原本館

アニメイト　八王子店

アニメイト　町田店

アニメイト　聖蹟桜ヶ丘オーパ

アニメイト　吉祥寺パルコ

アニメイト　立川店

アニメイト　イオンモールむさし村山

アニメイト　新宿店

アニメイト　渋谷店

アニメイト　池袋本店

書泉芳林堂書店　高田馬場店

神奈川県
スーパーブックス　住吉書房　宮崎台駅前店

スーパーブックス　住吉書房　久里浜店

スーパーブックス　住吉書房　新丸子駅前店

スーパーブックス　書房すみよし　武蔵中原店

スーパーブックス　書房すみよし　保土ケ谷店

スーパーブックス　ブックプラザ伊勢治

中村書店　本店

北野書店　本店

ブックポート２０３　大和店

サクラ書店　高村店

サクラ書店　駅ビル店

Ｂｏｏｋプラザ文華堂

ブックスキタミ　港南台店

くまざわ書店　相模原店

くまざわ書店　相模大野店

くまざわ書店　ジョイナステラス二俣川店

くまざわ書店　大和店

くまざわ書店　本厚木店

くまざわ書店　久里浜店



くまざわ書店　さぎ沼店

くまざわ書店　大和鶴間店

紀伊國屋書店　横浜店

紀伊國屋書店　武蔵小杉店

紀伊國屋書店　西武東戸塚Ｓ．Ｃ．店

丸善　横浜みなとみらい店

ジュンク堂書店　藤沢店

未来屋書店　秦野店

八重洲ブックセンター　京急上大岡店

八重洲ブックセンター　イトーヨーカドー上永谷店

ブックファースト　モザイクモール港北店

ＮＥＴ２１井上鶴見ミナール店

精文館書店　下永谷店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　相鉄ライフ三ツ境

精文館書店　下瀬谷店

ＴＳＵＴＡＹＡ　港北ミナモ店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　川崎駅前店

天一書房　綱島店

天一書房　日吉店

天一書房　大倉山店

天一書房　瀬谷店

伊勢原書店　城山店

伊勢原書店　秦野店

ＢＯＯＫＳえみたす　大口店

紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店

久美堂　愛川店

有隣堂　たまプラーザテラス店

有隣堂　センター南駅店

有隣堂　本店

有隣堂　横浜駅西口店

有隣堂　厚木店

有隣堂　戸塚モディ店

有隣堂　ミウィ橋本店

有隣堂　淵野辺店

有隣堂　藤沢店

有隣堂　テラスモール湘南店

有隣堂　新百合ヶ丘エルミロード店

有隣堂　ららぽーと海老名店

三省堂書店　海老名店

三省堂書店　新横浜店

三省堂書店　小田原店

ブックエキスプレス　アトレ大船店

丸善　ラゾーナ川崎店

文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店

文教堂書店　溝ノ口本店

メロンブックス　横浜店



メロンブックス　通信販売部

アニメイト　横浜ビブレ

アニメイト　本厚木店

アニメイト　横須賀店

アニメイト　藤沢店

アニメイト　マルイファミリー海老名店

アニメイト　小田原店

アニメイト　川崎店

静岡県
アニメイト　静岡パルコ

柏屋書店

戸田書店　藤枝東店

戸田書店　リブレ菊川店

マルサン書店　サントムーン店

マルサン書店　駅北店

ムラカミ書店　アネックス店

江崎書店　ベイドリーム清水店

ぶっくす三峰

ＮＥＴ２１吉見書店竜南店

ＮＥＴ２１吉見書店長田店

藤枝江崎書店　駅南本店

島田書店　花みずき店

藤枝江崎書店　Ｂｉｖｉ店

江崎書店　袋井店

ひまわりＢＯＯＫＳ　御殿場店

アマノ　有玉店

アマノ　高丘店

大垣書店　イオンモール富士宮店

アマノ　入野店

アマノ　三方原店

アマノ　布橋店

ＴＳＵＴＡＹＡ　清水春日店

ＴＳＵＴＡＹＡ　グランリバー大井川店

精文館書店　ＴＳＵＴＡＹＡ豊田町店

精文館書店　ＴＳＵＴＡＹＡ御殿場店

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐鳴台店

精文館書店　領家店

谷島屋　マークイズ静岡店

谷島屋　ららぽーと磐田店

谷島屋　流通通り店

焼津谷島屋　登呂田店

焼津谷島屋　アピタ島田店

谷島屋　サンストリート浜北店

谷島屋　浜松本店

谷島屋　イオンモール浜松志都呂店

ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ香貫店



メロンブックス　静岡店

アニメイト　沼津店

アニメイト　イオンモール富士宮店

アニメイト　浜松店

アニメイト　イオン浜松市野店

天竜谷島屋

愛知県
アニメイト　イオンモール大高店

アニメイト　名古屋パルコ

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　名古屋大須店

くまざわ書店　刈谷店

くまざわ書店　稲沢店

くまざわ書店　東海荒尾店

くまざわ書店　名古屋セントラルパーク店

紀伊國屋書店　プライムツリー赤池店

紀伊國屋書店　ｍｏｚｏ　ワンダーシティ店

丸善　アピタ知立店

丸善　アスナル金山店

丸善　イオンタウン千種店

丸善　ヒルズウォーク徳重店

三省堂書店　名古屋本店

あおい書店（らくだ）　上里店

カルコス　扶桑店

こみかるはうす　尾西店

こみかるはうす　江南店

本のメグリア　三好店

正文館書店

三洋堂書店　シャオ西尾店

三洋堂書店　碧南店

三洋堂書店　高浜Ｔぽーと店

三洋堂書店　半田店

三洋堂書店　江南店

三洋堂書店　知立店

三洋堂書店　西尾店

三洋堂書店　豊川店

三洋堂書店　梅坪店

三洋堂書店　乙川店

三洋堂書店　本新店

三洋堂書店　清洲店

三洋堂書店　城山店

三洋堂書店　ひしの店



三洋堂書店　大田川店

三洋堂書店　鳥居松店

三洋堂書店　こまき店

三洋堂書店　かぐ山店

三洋堂書店　中野橋店

三洋堂書店　よもぎ店

三洋堂書店　新開橋店

三洋堂書店　上前津店

三洋堂書店　いりなか店

三洋堂書店　当知店

スマ本屋　名鉄神宮前店

三洋堂書店　志段味店

精文館書店　中島新町店

精文館書店　汐田橋店

精文館書店　南店

精文館書店　本店コミック館

精文館　北部店

精文館書店　東店

精文館書店　豊川店

精文館書店　新豊田店

精文館書店　幸店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＦＡＳもとまち店

精文館書店　イオンスタイル豊田店

精文館書店　幸田店

精文館書店　蒲郡三谷店

精文館書店　蒲郡店

精文館書店　新高浜店

精文館書店　安城店

精文館書店　西尾店

精文館書店　新田原店

精文館書店　新城店

精文館書店　豊明店

精文館書店　荒尾店

精文館書店　尾張一宮店

精文館書店　三ノ輪店

精文館書店　津島店

精文館書店　新津島店

精文館書店　二川店

精文館書店　豊田西店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ららぽーと愛知東郷

精文館書店　一宮店

ＴＳＵＴＡＹＡ　瑠璃光町店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　則武新町店

ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　本山店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店



ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店

ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店

ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン弥富店

ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店

ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店

星野書店　近鉄パッセ店

ＴＳＵＴＡＹＡ　大曽根店

ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ西尾店

ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ安城南店

ＢＯＯＫＳえみたす　ラスパ太田川店

夢屋書店　ピアゴ幸田店

紀伊國屋書店　名古屋空港店

ジュンク堂書店　名古屋栄店

未来屋書店　守山店

未来屋書店　有松店

メロンブックス　名古屋店

アニメイト　豊橋店

アニメイト　豊田店

アニメイト　東岡崎店

アニメイト　名古屋店

アニメイト　金山店

岐阜県
ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店

丸善　岐阜店

喜久屋書店　大垣店

カルコス　本店

カルコス　各務原店

カルコス　穂積店

大洞堂　羽島店

三洋堂書店　多治見南店

三洋堂書店　瑞浪中央店

三洋堂書店　ルビットタウン中津川店

三洋堂書店　中つ川店

三洋堂書店　土岐店

三洋堂書店　せき東店

三洋堂書店　こくふ店

三洋堂書店　高山店

三洋堂書店　ルビットタウン高山店

三洋堂書店　本巣店

三洋堂書店　大野店

三洋堂書店　養老店

三洋堂書店　穂積店

三洋堂書店　みのかも店

三洋堂書店　高富店

三洋堂書店　新関店

三洋堂書店　下恵土店



三洋堂書店　南濃店

三洋堂書店　長良店

三洋堂書店　大和店

三洋堂書店　アクロスプラザ恵那店

三洋堂書店　各務原店

三洋堂書店　たじみ店

三洋堂書店　芥見店

三洋堂書店　市橋店

三洋堂書店　大垣バロー店

三洋堂書店　垂井店

大垣書店　岐阜高島屋店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　モレラ岐阜

コスモブックセンター

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　カラフルタウン岐阜店

ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店

アニメイト　岐阜店

滋賀県
くまざわ書店　長浜店

ジュンク堂書店　滋賀草津店

喜久屋書店　草津店

三洋堂書店　八日市店

三洋堂書店　豊さと店

三洋堂書店　長浜店

三洋堂書店　高月店

三洋堂書店　近江八幡店

サンミュージック　ハイパーブックス大津京店

サンミュージック　ハイパーブックス水口店

サンミュージック　ハイパーブックス長浜

サンミュージック　長浜店

サンミュージック　ハイパーブックス彦根

サンミュージック　近江八幡店

サンミュージック　ハイパーブックス八日市

サンミュージック　守山店

サンミュージック　ハイパーブックス駒井沢

サンミュージック　ＨＢかがやき通り店

大垣書店　フォレオ大津一里山店

本のがんこ堂　石山駅前店

本のがんこ堂　野洲店

ブックハウスひらがき　Ａスクエア店

本のがんこ堂　アクア店

アニメイト　アルプラザ草津店



京都府
アニメイト　アバンティ京都店

宮脇書店　綾部店

宮脇書店　亀岡店

くまざわ書店　四条烏丸店

くまざわ書店　桃山店

平和書店　らぽーる東舞鶴店

平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　アルプラザ城陽店

福島文進堂　福知山駅南町店

山城書店

山科書店　ラクトＢ店

アバンティブックセンター　洛北店

大垣書店　亀岡店

大垣書店　Ｋｏｔｏｃｈｉｋａ御池店

大垣書店　烏丸三条店

大垣書店　京都ヨドバシ店

大垣書店　イオン洛南店

大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店

大垣書店　イオンモール京都桂川店

大垣書店　高野店

大垣書店　イオンモール京都五条店

大垣書店　ブックパル　桂南店

大垣書店　京都ファミリー店

大垣書店　ＢＰ五条店

大垣書店　ブックパル　山科店

平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク店

宮脇書店　福知山店

ふたば書房　御池ゼスト店

ふたば書房　山科駅前店

ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店

未来屋書店　高の原店

メロンブックス　京都店

アニメイト　京都店

大阪府
アニメイト　天王寺店

くまざわ書店　みのおキューズモール店

くまざわ書店　阿倍野店

紀伊國屋書店　天王寺ミオ店

丸善　高島屋堺店

丸善　八尾アリオ店

丸善　セブンパーク天美店

ジュンク堂書店　難波店

ジュンク堂書店　上本町店

ジュンク堂書店　近鉄あべのハルカス店

ジュンク堂書店　天満橋店

ジュンク堂書店　大阪本店



喜久屋書店　漫画館阿倍野店

紀伊國屋書店　グランフロント大阪店

紀伊國屋書店　梅田本店

キタモト書店　２号店

けやき書房

サンミュージック　ハイパーブックス茨木

アミーゴ書店　枚方店

ブックファースト　曽根店

ブックファースト　梅田２階店

ブックファースト　なんばウォーク店

アミーゴ書店　大和田店

大垣書店　豊中緑丘店

ブックパルデューク書店　箕面店

大垣書店　高槻店

大垣書店　イオンモール堺鉄砲町店

田村書店　南茨木店

ブックスＢ

ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉２６号線店

ＴＳＵＴＡＹＡ　戎橋店

梅田　蔦屋書店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ビバモール寝屋川店

ＴＳＵＴＡＹＡ　天美店

リブロ　なんばウォーク店

水嶋書房　くずは駅店

水嶋書房　泉佐野店

ブックスタジオ　大阪店

ブックスタジオ　エキマルシェ新大阪店

ブックスファミリア　堺本店

ふたば書房　茨木店

ダイハン書房　高槻店

紀伊國屋書店　堺北花田店

紀伊國屋書店　高槻阪急店

紀伊國屋書店　泉北店

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店

文教堂書店　住道店

未来屋書店　大日店

未来屋書店　茨木店

未来屋書店　新茨木店

未来屋書店　日根野店

メロンブックス　大阪日本橋店

メロンブックス　梅田店

アニメイト　枚方店

アニメイト　高槻店

アニメイト　京橋店

アニメイト　布施店



アニメイト　大阪日本橋店

アニメイト　梅田店

アニメイト　リノアス八尾店

大東書店

兵庫県
くまざわ書店　明石店

くまざわ書店　藤原台店

くまざわ書店　コロワ甲子園店

紀伊國屋書店　川西店

ジュンク堂書店　姫路店

ジュンク堂書店　三宮駅前店

ジュンク堂書店　芦屋店

喜久屋書店　神戸北町店

喜久屋書店　東急プラザ新長田店

喜久屋書店　西宮東店

旭屋書店　ららぽーと甲子園店

ブックスユートピア　野間店

未来屋書店　和田山店

未来屋書店　三木店

未来屋書店　明石店

コーナンＢＯＯＫＳ　西宮今津店

三峰堂

ブックファースト　阪急西宮ガーデンズ店

ブックファースト　西宮店

ブックファースト　宝塚店

大垣書店　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店

大垣書店　プリコ神戸店

宮脇書店　アマゴッタ店

ＮＥＴ２１宝塚サンクスソリオ店

うかいや書店　龍野店

うかいや書店　福崎店

うかいや書店　太子南店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　エキソアレ西神中央

ＴＳＵＴＡＹＡ　太子店

ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路飾磨店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ　豊岡店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　パークタウン加古川ミーツテラス

ブックスキヨスク　尼崎店

文学館　伊丹ターミナル店

ふたば書房　つかしん店

喜久屋書店　北神戸店

喜久屋書店　姫路店

西村書店

文林西村書店

ジュンク堂書店　神戸住吉店

ジュンク堂書店　西宮店



ジュンク堂書店　三宮店

ジュンク堂書店　明石店

キャップ書店　逆瀬川店

未来屋書店　姫路大津店

メロンブックス　神戸店

アニメイト　川西店

アニメイト　三宮店

アニメイト　姫路店

アニメイト　イオン明石店

宝塚書店

和歌山県
アニメイト　和歌山店

くまざわ書店　和歌山ＭＩＯ店

本と文具ツモリ　西部店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　橋本店

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ岩出店

奈良県
アニメイト　奈良店

ジュンク堂書店　奈良店

喜久屋書店　橿原店

喜久屋書店　大和郡山店

三洋堂書店　大安寺店

三洋堂書店　香芝店

三洋堂書店　橿原神宮店

三洋堂書店　桜井店

三洋堂書店　平群店

啓林堂書店　学園前店

啓林堂書店　生駒店

ラックス　橿原店

ＴＳＵＴＡＹＡ　アクロスプラザ橿原店

ジャパンブックス　あやめ池店

三重県
アニメイト　四日市店

アニメイト　イオンモール桑名店

未来屋書店　四日市北店

未来屋書店　東員店

コメリ書房　松阪店

三洋堂書店　星川店

三洋堂書店　桑名店

三洋堂書店　生桑店

三洋堂書店　富田店

三洋堂書店　白塚店

三洋堂書店　北勢店

三洋堂書店　菰野店

三洋堂書店　名張店

ブックスアルデ



ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名店

ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店

ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店

ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢上地店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店

ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ鈴鹿店

別所書店　津駅店

別所書店　イオン店

岡山県
ブックフォーラム喜久屋書店　津山店

喜久屋書店　倉敷店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ岡南店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ玉島店

啓文社　岡山本店

津山ブックセンター　アルネ店

紀伊國屋書店　クレド岡山店

丸善　さんすて岡山店

丸善　岡山シンフォニービル店

未来屋書店　岡山店

アニメイト　岡山店

広島県
ジュンク堂書店　広島駅前店

廣文館　呉駅ビル店

廣文館　フジグラン高陽店

廣文館　フジグラン広島店

廣文館　新幹線店

大垣書店　ジ　アウトレット広島店

廣文館　三原宮浦店

廣文館　サングリーン三次店

ＴＳＵＴＡＹＡ　松永店

フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＭＥＧＡ中筋店

啓文社　ポートプラザ店

啓文社　コア春日店

紀伊國屋書店　ゆめタウン広島店

紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店

ＭＡＲＵＺＥＮ　広島店

メロンブックス　広島店

アニメイト　広島店

アニメイト　フジグラン東広島店

アニメイト　福山店

島根県
アニメイト　イオン松江店

ブックセンターコスモ　出雲店

ブックセンタージャスト　浜田店

ブックセンタージャスト　高津店



今井書店　出雲店

今井書店　ゆめタウン出雲店

今井書店　安来プラーナ店

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　木次マルシェリーズ店

鳥取県
アニメイト　イオン米子駅前店

宮脇書店　境港店

ブックセンターコスモ　吉方店

今井書店　吉成コミック店

今井書店　アプト店

今井書店　湖山メディア館

今井書店　倉吉パープルタウン店

今井書店　倉吉店

今井書店　境港店

今井書店　錦町店

本の学校　今井ブックセンター

ＢｏｏｋＹａｒｄＣＨＡＰＴＥＲ３

今井書店　吉成店

今井書店　湖山店

香川県
アニメイト　高松店

くまざわ書店　高松店

ジュンク堂書店　高松店

ＴＳＵＴＡＹＡ　高松サンシャイン通り店

ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店

愛媛県
宮脇書店　束本店

明屋書店　川之江店

明屋書店　宇和島明倫店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＩＬＬ　朝生田店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　エミフルＭＡＳＡＫＩ

ジュンク堂書店　松山三越店

メロンブックス　松山店

アニメイト　松山店

徳島県
ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店

紀伊國屋書店　ゆめタウン徳島店

アニメイト　徳島店

高知県
金高堂

金高堂　土佐山田店

金高堂　野市店

宮脇書店　高須店

アニメイト　高知店



山口県
宮脇書店　宇部店

宮脇書店　徳山店

くまざわ書店　下関店

明屋書店　ＭＥＧＡ新下関店

明屋書店　今宿店

ＴＳＵＴＡＹＡ　山口葵店

幸太郎本舗　ＴＳＵＴＡＹＡ宇部店

明林堂書店　フジ西宇部店

アニメイト　イオン防府店

福岡県
アニメイト　イオンモール筑紫野

福家書店　福岡木の葉モール橋本店

明林堂書店　エーブック飯塚店

くまざわ書店　小倉店

くまざわ書店　福岡西新店

紀伊國屋書店　久留米店

紀伊國屋書店　福岡本店

丸善　博多店

ジュンク堂書店　福岡店

喜久屋書店　小倉店

メトロ書店　千早店

ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂　原田店

福岡金文堂　大橋駅店

福岡金文堂　志摩店

福岡金文堂　姪浜南店

福岡金文堂　姪浜店

福岡金文堂　ビバモール赤間店

ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂　長者原店

白石書店　本店

白石書店　駅前店

白石書店　ゆめタウン店

福岡金文堂　行橋店

ＴＳＵＴＡＹＡ　朝日ケ丘店

六本松　蔦屋書店

積文館書店　天神地下街店

積文館書店　本城店

ブックセンタークエスト　小倉本店

ブックセンタークエスト　門司大里店

フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＴＥＲＡイオンモール福岡店

ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＨＡＫＡＴＡ

Ａ’ＢＯＯＫ　穂波店

ＢＯＯＫＳあんとく　みづま店

紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店

メロンブックス　小倉店

メロンブックス　福岡天神店



アニメイト　小倉店

アニメイト　福岡パルコ店

佐賀県
アニメイト　モラージュ佐賀店

ＴＳＵＴＡＹＡ　唐津店

紀伊國屋書店　佐賀店

長崎県
アニメイト　長崎店

紀伊國屋書店　長崎店

福岡金文堂　イオン大塔店

好文堂書店

メトロ書店　本店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　ＭＩＲＡＩ　ＮＡＧＡＳＡＫＩ　ＣＯＣＯＷＡＬＫ

遊ＩＮＧ浜町店

ブックマート諫早

アニメイト　佐世保店

大分県
ゲオ　宇佐店

くまざわ書店　大分明野店

紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店

桜瀬書店

リブロ　大分わさだ店

アニメイト　大分店

熊本県
紀伊國屋書店　熊本光の森店

ブックスまるぶん　イオン天草店

蔦屋書店　嘉島

カメヤ　宇土シティ店

紀伊國屋書店　熊本はません店

アニメイト　熊本店

鹿児島県
紀伊國屋書店　鹿児島店

ＭＡＲＵＺＥＮ　天文館店

金海堂　イオン隼人国分店

ブックスミスミ　オプシア店

ジュンク堂書店　鹿児島店

アニメイト　鹿児島店

宮崎県
紀伊國屋書店　アミュプラザみやざき店

田中書店　イオンモール都城駅前店

アニメイト　宮崎店



沖縄県
アニメイト　那覇国際通り店

ジュンク堂書店　那覇店

ＴＳＵＴＡＹＡ　泡瀬店

ＴＳＵＴＡＹＡ　首里店

リブロ　リウボウブックセンター店

通販
アニメイト　オンラインショップ


