
北海道

旭川市 アニメイト　旭川店

虻田郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　倶知安店

岩見沢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　岩見沢店

釧路郡 アニメイト　イオン釧路店

札幌市手稲区 くまざわ書店　手稲店

札幌市中央区 アニメイト　札幌店

札幌市中央区 紀伊國屋書店　札幌本店

札幌市東区 くまざわ書店　アリオ札幌店

札幌市東区 蔦屋書店　新道駅前店

三笠市 未来屋書店　三笠店

小樽市 紀伊國屋書店　小樽店

深川市 ＴＳＵＴＡＹＡ　深川店

千歳市 ＴＳＵＴＡＹＡ　サーモンパーク店

帯広市 くまざわ書店　帯広店

帯広市 ザ・本屋さん　エルマー店

苫小牧市 ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧バイパス店

苫小牧市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　苫小牧店

函館市 アニメイト　函館店

北見市 ＢＯＯＫＳ　ＨＩＲＯＳＥ　イオン北見店

名寄市 未来屋書店　名寄店

留萌市 留萌ブックセンターｂｙ三省堂書店

青森県

五所川原市 くまざわ書店　五所川原店

弘前市 アニメイト　弘前店

十和田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田店

十和田市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　十和田店

上北郡 未来屋書店　新七戸店

青森市 アニメイト　青森店

八戸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ニュータウン店

八戸市 アニメイト　八戸店

岩手県

一関市 ＴＳＵＴＡＹＡ　一関中央店

一関市 ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店

盛岡市 アニメイト　盛岡店

盛岡市 エムズエクスポ盛岡店

盛岡市 ジュンク堂書店　盛岡店

宮城県

栗原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　築館店

柴田郡 ヤマテル　柴田店

仙台市青葉区 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛子店

仙台市青葉区 ＴＳＵＴＡＹＡ　北仙台店

仙台市青葉区 アニメイト　仙台店

仙台市青葉区 くまざわ書店　エスパル仙台店

仙台市青葉区 ジュンク堂書店　仙台ＴＲ店

仙台市青葉区 喜久屋書店　仙台店

仙台市太白区 紀伊國屋書店　仙台店

大崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　古川バイパス店

富谷市 ＴＳＵＴＡＹＡ　富谷大清水店

秋田県

参加店舗一覧

花とゆめ創刊45周年 コースターくじびきフェア　



秋田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　仁井田店

秋田市 アニメイト　秋田店

大仙市 未来屋書店　大曲店

湯沢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　湯沢店

由利本荘市 ミライア　本荘店

山形県

寒河江市 松田書店

山形市 アニメイト　山形店

山形市 くまざわ書店　山形店

山形市 未来屋書店　山形南店

天童市 未来屋書店　天童店

福島県

いわき市 アニメイト　いわき店

いわき市 ブックエース　イオンモールいわき小名浜店

いわき市 ブックエース　小名浜店

いわき市 ブックエース　上荒川店

いわき市 ヤマニ書房　泉店

会津若松市 くまざわ書店　会津若松店

会津若松市 レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　滝沢店

郡山市 アニメイト　郡山店

郡山市 くまざわ書店　郡山店

福島市 アニメイト　福島店

福島市 くまざわ書店　福島エスパル店

茨城県

つくば市 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店

つくば市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば

つくば市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店

ひたちなか市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたちなか店

ひたちなか市 ブックエース　勝田東石川店

ひたちなか市 リブロ　ひたちなか店

稲敷市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店

笠間市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ友部店

牛久市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店

結城市 ブックエース　結城店

古河市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　古河店

取手市 くまざわ書店　取手店

守谷市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店

常陸大宮市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新常陸大宮店

神栖市 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋南店

神栖市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店

水戸市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店

水戸市 アニメイト　水戸店

水戸市 ブックエース　茨大前店

水戸市 川又書店　エクセル店

石岡市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ピアシティ石岡店

筑西市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店

土浦市 アニメイト　イオンモール土浦店

那珂郡 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東海店

日立市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立田尻店

日立市 ブックエース　日立鮎川店

北茨城市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　北茨城店

栃木県

宇都宮市 アニメイト　宇都宮店

宇都宮市 くまざわ書店　アピタ宇都宮店

宇都宮市 くまざわ書店　宇都宮インターパーク店



宇都宮市 くまざわ書店　宇都宮店

宇都宮市 喜久屋書店　宇都宮店

下野市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下野店

鹿沼市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿沼店

小山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　おやまハーヴェストウォーク

小山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　小山ロブレ店

小山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　小山城南店

小山市 アニメイト　ロブレ小山店

足利市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店

足利市 ゲオ　足利鹿島店

大田原市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大田原店

那須塩原市 ハートブックス　４００号西那須野店

群馬県

みどり市 くまざわ書店　大間々店

安中市 ＴＳＵＴＡＹＡ　安中店

伊勢崎市 くまざわ書店　伊勢崎店

桐生市 戸田書店　桐生店

吾妻郡 戸田書店　中之条店

高崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　江木店

高崎市 アニメイト　高崎店

高崎市 くまざわ書店　高崎店

高崎市 未来屋書店　高崎店

渋川市 ＴＳＵＴＡＹＡ　渋川店

前橋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　前橋荒牧店

前橋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　箱田店

前橋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　片貝店

前橋市 紀伊國屋書店　前橋店

太田市 アニメイト　イオンモール太田

富岡市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富岡店

邑楽郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　大泉店

埼玉県

さいたま市浦和区 紀伊國屋書店　浦和パルコ店

さいたま市大宮区 アニメイト　大宮コミック館

さいたま市大宮区 リブロ　エキュート大宮店

さいたま市大宮区 三省堂書店　大宮店

さいたま市北区 くまざわ書店　宮原店

ふじみ野市 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ　上福岡店

ふじみ野市 ブックセンターよむよむビバモール埼玉大井

越谷市 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ　越谷店

越谷市 アニメイト　イオンレイクタウン店

越谷市 アニメイト　南越谷店

加須市 ＴＳＵＴＡＹＡ　大利根店

久喜市 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　菖蒲店

久喜市 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ　久喜店

久喜市 アニメイト　モラージュ菖蒲店

久喜市 くまざわ書店　久喜店

久喜市 くまざわ書店　鷲宮店

熊谷市 アニメイト　熊谷店

熊谷市 くまざわ書店　アズセカンド店

熊谷市 戸田書店　熊谷店

戸田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ビーンズ戸田公園店

鴻巣市 リブロ　鴻巣店

三郷市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　三郷店

春日部市 ブックエース　春日部１６号線店

春日部市 リブロ　ララガーデン春日部店



春日部市 未来屋書店　春日部店

所沢市 アシーネ　所沢店

所沢市 アニメイト　所沢店

川越市 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ　川越店

川越市 アニメイト　川越店

川越市 リブロ　川越店

川口市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　　ビーンズ西川口店

川口市 アニメイト　川口店

川口市 くまざわ書店　ララガーデン川口店

川口市 紀伊國屋書店　そごう川口店

草加市 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ　松原店

草加市 くまざわ書店　草加ＶＡＲＩＥ店

秩父市 くまざわ書店　秩父店

朝霞市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　朝霞台店

朝霞市 宮脇書店　朝霞店

東松山市 リブロ　ピオニウォーク東松山店

南埼玉郡 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ　動物公園駅店

入間市 紀伊國屋書店　入間丸広店

飯能市 くまざわ書店　飯能店

富士見市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ふじみ野店

富士見市 アニメイト　ららぽーと富士見店

富士見市 リブロ　ららぽーと富士見店

本庄市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　本庄店

和光市 くまざわ書店　和光店

蕨市 内山書店

千葉県

印西市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千葉ニュータウン店

我孫子市 ＴＳＵＴＡＹＡ　天王台店

鎌ケ谷市 くまざわ書店　新鎌ケ谷店

館山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン館山店

香取市 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐原店

四街道市 くまざわ書店　四街道店

市原市 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　ちはら台店

市川市 ＴＳＵＴＡＹＡ　二十世紀ケ丘店

市川市 くまざわ書店　シャポー本八幡店

習志野市 アニメイト　津田沼店

習志野市 くまざわ書店　津田沼店

習志野市 丸善　津田沼店

松戸市 アニメイト　松戸店

松戸市 くまざわ書店　松戸店

成田市 未来屋書店　成田店

千葉市稲毛区 くまざわ書店　稲毛店

千葉市花見川区 くまざわ書店　幕張店

千葉市中央区 アニメイト　千葉店

千葉市中央区 くまざわ書店　ペリエ千葉エキナカ店

千葉市中央区 くまざわ書店　ペリエ千葉本店

千葉市中央区 くまざわ書店　蘇我店

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

千葉市中央区 三省堂書店　そごう千葉店

船橋市 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　津田沼パルコ店

船橋市 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ　船橋店

船橋市 アニメイト　イオンモール船橋店

船橋市 くまざわ書店　シャポー船橋店

船橋市 くまざわ書店　ららぽーと店

柏市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ＲｅｄＷａｌｌ



柏市 ＴＳＵＴＡＹＡ　柏駅前店

柏市 ＴＳＵＴＡＹＡ　北柏店

柏市 アニメイト　アリオ柏

柏市 アニメイト　柏店

柏市 くまざわ書店　モラージュ柏店

柏市 くまざわ書店　柏高島屋店

柏市 紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店

柏市 未来屋書店　柏店

八街市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　八街店

八千代市 ＴＳＵＴＡＹＡ　勝田台店

八千代市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯＴＳＵＴＡＹＡ八千代店

八千代市 くまざわ書店　八千代台店

茂原市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店

木更津市 アニメイト　イオン木更津店

木更津市 未来屋書店　木更津店

東京都

江戸川区 あゆみＢｏｏｋｓ　瑞江店

江東区 紀伊國屋書店　イトーヨーカドー木場店

江東区 紀伊國屋書店　ららぽーと豊洲店

港区 流水書房　フジテレビ店

荒川区 ＴＳＵＴＡＹＡ　町屋店

国分寺市 紀伊國屋書店　国分寺店

渋谷区 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ

渋谷区 アニメイト　渋谷店

渋谷区 紀伊國屋書店　笹塚店

渋谷区 大盛堂書店　駅前店

小金井市 くまざわ書店　武蔵小金井北口店

小平市 リブロ　花小金井店

昭島市 くまざわ書店　昭島店

新宿区 アニメイト　新宿店

新宿区 紀伊國屋書店　新宿本店

杉並区 ＴＳＵＴＡＹＡ　浜田山店

世田谷区 紀伊國屋書店　玉川高島屋店

世田谷区 三省堂書店　下北沢店

世田谷区 三省堂書店　成城店

西多摩郡 ブックセンターよむよむザ・モールみずほ店

西東京市 リブロ　ひばりが丘店

千代田区 アニメイト　ＡＫＩＢＡガールズステーション

千代田区 アニメイト　秋葉原店

千代田区 丸善　お茶の水店

千代田区 三省堂書店　アトレ秋葉原１

千代田区 三省堂書店　神保町本店

千代田区 三省堂書店　東京駅一番街店

千代田区 三省堂書店　有楽町店

足立区 ＮＥＴ２１ブックスページワン北綾瀬店

足立区 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ＥＱＵｉＡ北千住北店

足立区 くまざわ書店　イトーヨーカドー綾瀬店

足立区 くまざわ書店　西新井店

多摩市 ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店

多摩市 アニメイト　聖蹟桜ヶ丘店

多摩市 アニメイト　多摩センター店

多摩市 くまざわ書店　永山店

多摩市 くまざわ書店　桜ヶ丘店

多摩市 啓文堂書店　多摩センター店

台東区 くまざわ書店　浅草店



大田区 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　東急プラザ蒲田店

大田区 アニメイト　蒲田店

大田区 くまざわ書店　イトーヨーカドー大森店

大田区 くまざわ書店コミックランドビーワン蒲田店

町田市 アニメイト　町田店

調布市 ＴＳＵＴＡＹＡ　調布駅南口店

調布市 くまざわ書店　調布店

調布市 パルコブックセンター　調布店

東久留米市 ブックセンタークルネ

東大和市 くまざわ書店　東大和店

八王子市 アニメイト　八王子店

八王子市 くまざわ書店　八王子南口店

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

板橋区 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ＥＱＵｉＡ成増店

板橋区 ＴＳＵＴＡＹＡ　光が丘店

品川区 ＴＳＵＴＡＹＡ　大崎駅前店

武蔵村山市 アニメイト　イオンモールむさし村山

武蔵村山市 オリオン書房　イオンモールむさし村山店

武蔵野市 ＴＳＵＴＡＹＡ　三鷹北口店

武蔵野市 アニメイト　吉祥寺店

武蔵野市 ジュンク堂書店　吉祥寺店

福生市 リブロ　福生店

文京区 文教堂書店　グリーンコート店

豊島区 アニメイト　池袋本店

豊島区 くまざわ書店　エミオ池袋店

豊島区 くまざわ書店　サンシャインシティアルパ店

豊島区 くまざわ書店　池袋店

豊島区 ジュンク堂書店　池袋本店

豊島区 ブックエキスプレス　アトレヴィ巣鴨店

豊島区 三省堂書店　池袋本店

墨田区 アニメイト　錦糸町店

墨田区 くまざわ書店コミックランドビーワン錦糸町

墨田区 三省堂書店　東京ソラマチ店

立川市 ＰＡＰＥＲ　ＷＡＬＬ　エキュート立川エキナカＷＥＳＴ店

立川市 アニメイト　立川店

立川市 オリオン書房　アレア店

立川市 オリオン書房　サザン店

立川市 オリオン書房　ノルテ店

立川市 オリオン書房　ルミネ立川店

練馬区 あゆみＢｏｏｋｓ　平和台店

練馬区 くまざわ書店　大泉学園店

練馬区 リブロ　大泉店

神奈川県

綾瀬市 くまざわ書店　綾瀬店

横須賀市 アニメイト　横須賀店

横須賀市 くまざわ書店　久里浜店

横浜市旭区 ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ケ峰駅前店

横浜市旭区 くまざわ書店　ジョイナステラス二俣川店

横浜市金沢区 ブックスオオトリ　金沢シーサイド店

横浜市港北区 三省堂書店　新横浜店

横浜市西区 ＴＳＵＴＡＹＡ　はまりん横浜駅店

横浜市西区 アニメイト　横浜店

横浜市西区 くまざわ書店　ランドマーク店

横浜市西区 紀伊國屋書店　横浜店

横浜市中区 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ホームズ新山下店



横浜市鶴見区 くまざわ書店　鶴見店

横浜市都筑区 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店

横浜市都筑区 ＴＳＵＴＡＹＡ　港北ミナモ店

横浜市都筑区 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店

横浜市緑区 くまざわ書店　長津田店

海老名市 アニメイト　マルイファミリー海老名店

海老名市 三省堂書店　海老名店

鎌倉市 くまざわ書店　大船店

厚木市 アニメイト　本厚木店

厚木市 くまざわ書店　本厚木店

厚木市 蔦屋書店　厚木戸室店

座間市 紀伊國屋書店　イオンモール座間店

小田原市 アニメイト　小田原店

小田原市 三省堂書店　小田原店

川崎市宮前区 くまざわ書店　さぎ沼店

川崎市幸区 アニメイト　川崎店

川崎市川崎区 紀伊國屋書店　イトーヨーカドー川崎店

川崎市中原区 紀伊國屋書店　武蔵小杉店

川崎市麻生区 アニメイト　新百合ヶ丘店

相模原市中央区 くまざわ書店　相模原店

相模原市南区 くまざわ書店　相模大野店

相模原市緑区 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店

大和市 くまざわ書店　大和鶴間店

大和市 くまざわ書店　大和店

藤沢市 アニメイト　藤沢店

藤沢市 くまざわ書店　湘南台店

藤沢市 くまざわ書店　辻堂湘南モール店

藤沢市 ジュンク堂書店　藤沢店

平塚市 ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店

新潟県

三条市 コメリ書房　三条店

新潟市西区 イオン　新潟西店

新潟市中央区 アニメイト　新潟店

新潟市中央区 紀伊國屋書店　新潟店

長岡市 アニメイト　長岡店

長岡市 くまざわ書店　長岡店

富山県

魚津市 文苑堂書店　魚津サンプラザ店

高岡市 文苑堂書店　新野村店

富山市 アニメイト　富山店

富山市 紀伊國屋書店　富山店

南砺市 片村書店

石川県

金沢市 ＫａＢｏＳ　大桑店

金沢市 アニメイト　金沢店

金沢市 文苑堂書店　入江店

福井県

越前市 ＴＳＵＴＡＹＡ　武生南店

福井市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　ＷＡＳＳＥ店

福井市 アニメイト　福井店

福井市 文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店

敦賀市 ＫａＢｏＳ　敦賀アピタ店

山梨県

甲斐市 くまざわ書店　双葉店

甲府市 アニメイト　甲府店



中巨摩郡 未来屋書店　甲府昭和店

長野県

岡谷市 笠原書店　レイクウォーク店

松本市 アニメイト　松本店

中野市 未来屋書店　中野店

長野市 アニメイト　長野店

岐阜県

各務原市 未来屋書店　各務原店

岐阜市 アニメイト　岐阜店

岐阜市 くまざわ書店　柳津店

岐阜市 丸善　岐阜店

岐阜市 三省堂書店　岐阜店

恵那市 コスモブックセンター

大垣市 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店

大垣市 ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店

静岡県

三島市 くまざわ書店　三島店

駿東郡 マルサン書店　サントムーン店

沼津市 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ香貫店

沼津市 アニメイト　沼津店

沼津市 くまざわ書店　沼津店

静岡市葵区 アニメイト　静岡店

静岡市清水区 学進堂書店

袋井市 ＴＳＵＴＡＹＡ　袋井国本店

藤枝市 藤枝江崎書店　駅南本店

磐田市 谷島屋　ららぽーと磐田店

浜松市中区 アニメイト　浜松店

浜松市東区 アニメイト　イオン浜松市野店

浜松市浜北区 谷島屋　本沢合店

富士宮市 アニメイト　イオンモール富士宮店

牧之原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　相良店

愛知県

一宮市 くまざわ書店　一宮店

一宮市 三省堂書店　一宮店

稲沢市 くまざわ書店　稲沢店

岡崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店

岡崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店

岡崎市 アニメイト　東岡崎店

岡崎市 くまざわ書店　岡崎北店

海部郡 光書店　ＴＳＵＴＡＹＡ大治店

刈谷市 くまざわ書店　刈谷店

岩倉市 くまざわ書店　岩倉店

江南市 夢屋書店　ピアゴ布袋店

春日井市 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店

小牧市 くまざわ書店　桃花台店

瀬戸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店

大府市 滝書店

丹羽郡 いけだ書店　大口店

知多郡 くまざわ書店　阿久比店

長久手市 くまざわ書店　長久手店

半田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店

豊橋市 アニメイト　豊橋店

豊橋市 未来屋書店　豊橋南店

豊田市 アニメイト　豊田店

名古屋市港区 いけだ書店　東海通店



名古屋市港区 流水書房　名古屋みなと店

名古屋市千種区 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　本山店

名古屋市千種区 くまざわ書店　千代田橋店

名古屋市中区 アニメイト　栄店

名古屋市中区 アニメイト　金山店

名古屋市中区 ジュンク堂書店　ロフト名古屋店

名古屋市中区 ジュンク堂書店　名古屋栄店

名古屋市中川区 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店

名古屋市中川区 光書店　高畑店

名古屋市中村区 アニメイト　名古屋店

名古屋市中村区 三省堂書店　名古屋高島屋店

名古屋市中村区 三省堂書店　名古屋本店

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

名古屋市南区 くまざわ書店　名古屋南店

名古屋市南区 未来屋書店　新瑞橋店

名古屋市熱田区 未来屋書店　熱田店

名古屋市北区 ＴＳＵＴＡＹＡ　瑠璃光町店

名古屋市緑区 アニメイト　イオンモール大高店

名古屋市緑区 くまざわ書店　鳴海店

名古屋市緑区 未来屋書店　有松店

弥富市 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン弥富店

三重県

伊勢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店

伊勢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢上地店

桑名市 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名サンシパーク店

桑名市 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名店

桑名市 アニメイト　イオン桑名店

四日市市 ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店

四日市市 ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店

四日市市 アニメイト　四日市店

四日市市 丸善　四日市店

四日市市 未来屋書店　四日市尾平店

四日市市 未来屋書店　四日市北店

松阪市 くまざわ書店　松阪店

津市 別所書店　イオン店

鈴鹿市 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店

滋賀県

草津市 アニメイト　アルプラザ草津店

草津市 ジュンク堂書店　滋賀草津店

長浜市 イオン　長浜店書籍売場

京都府

京都市下京区 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク

京田辺市 富士書房　新田辺店

京田辺市 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ興戸店

京都市右京区 大垣書店　京都ファミリー店

京都市下京区 くまざわ書店　京都ポルタ店

京都市下京区 くまざわ書店　四条烏丸店

京都市中京区 ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店

京都市中京区 アニメイト　京都店

京都市南区 アニメイト　アバンティ京都店

京都市南区 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店

京都市伏見区 くまざわ書店　桃山店

大阪府

茨木市 平和書店　アル・プラザ茨木店

河内長野市 好屋書店　南花台店



高槻市 アニメイト　高槻店

高槻市 紀伊國屋書店　高槻店

高槻市 大垣書店　高槻店

堺市西区 くまざわ書店　津久野店

堺市南区 パルネット　栂美木多駅前店

堺市北区 紀伊國屋書店　堺北花田店

守口市 未来屋書店　大日店

吹田市 アシーネ　吹田店

吹田市 リブロ　江坂店

大阪市阿倍野区 アニメイト　天王寺店

大阪市阿倍野区 くまざわ書店　阿倍野店

大阪市阿倍野区 ジュンク堂書店　近鉄あべのハルカス店

大阪市中央区 ジュンク堂書店　天満橋店

大阪市中央区 喜久屋書店　東急ハンズ心斎橋店

大阪市鶴見区 リブロ　イオンモール鶴見店

大阪市天王寺区 くまざわ書店　天王寺店

大阪市天王寺区 ジュンク堂書店　上本町店

大阪市天王寺区 紀伊國屋書店　天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 中川修文堂

大阪市都島区 アニメイト　京橋店

大阪市都島区 紀伊國屋書店　京橋店

大阪市東住吉区 ＴＳＵＴＡＹＡ　針中野店

大阪市平野区 未来屋書店　喜連瓜破店

大阪市平野区 未来屋書店　平野駅前店

大阪市北区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店

大阪市北区 アニメイト　梅田店

大阪市北区 ジュンク堂書店　大阪本店

大阪市北区 紀伊國屋書店　グランフロント大阪店

大阪市北区 紀伊國屋書店　梅田本店

大阪市淀川区 リブロ　新大阪店

大阪市浪速区 アニメイト　大阪日本橋店

大阪市浪速区 ジュンク堂書店　難波店

大東市 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店

東大阪市 ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ノ里店

東大阪市 アニメイト　布施店

藤井寺市 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤井寺駅前店

八尾市 丸善　八尾アリオ店

枚方市 アニメイト　枚方店

枚方市 アミーゴ書店　枚方店

枚方市 水嶋書房　枚方市駅店

門真市 アシーネ　古川橋駅前店

兵庫県

芦屋市 ジュンク堂書店　芦屋店

加古川市 くまざわ書店　加古川店

三木市 未来屋書店　三木店

神戸市垂水区 ジュンク堂書店　舞子店

神戸市中央区 アニメイト　三宮店

神戸市中央区 ジュンク堂書店　三宮駅前店

神戸市中央区 ジュンク堂書店　三宮店

神戸市中央区 紀伊國屋書店　神戸店

神戸市東灘区 ジュンク堂書店　神戸住吉店

神戸市北区 くまざわ書店　藤原台店

西宮市 ジュンク堂書店　西宮店

西宮市 ジュンク堂書店　西宮店

川西市 アニメイト　川西店



尼崎市 くまざわ書店　あまがさき店

尼崎市 田村書店　武庫之荘北店

尼崎市 未来屋書店　尼崎店

姫路市 アニメイト　姫路店

姫路市 ジュンク堂書店　姫路店

姫路市 喜久屋書店　辻井店

姫路市 喜久屋書店　姫路店

姫路市 未来屋書店　姫路大津店

明石市 アニメイト　イオン明石店

明石市 くまざわ書店　明石店

明石市 ジュンク堂書店　明石店

明石市 未来屋書店　土山店

奈良県

橿原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　アクロスプラザ橿原店

橿原市 近鉄ブックセンター　橿原店

桜井市 ＴＳＵＴＡＹＡ　桜井店

奈良市 アニメイト　奈良店

和歌山県

和歌山市 アニメイト　和歌山店

和歌山市 くまざわ書店　和歌山ＭＩＯ店

橋本市 本と文具ツモリ　西部店

鳥取県

西伯郡 未来屋書店　日吉津店

鳥取市 今井書店　吉成コミック店

米子市 アニメイト　イオン米子駅前店

島根県

出雲市 宮脇書店　ゆめタウン斐川店

松江市 アニメイト　イオン松江店

岡山県

岡山市南区 天満屋ハピータウン　宮脇岡南店

岡山市北区 ＴＳＵＴＡＹＡ　大安寺店

岡山市北区 ＴＳＵＴＡＹＡ　津島モール店

岡山市北区 アニメイト　岡山店

岡山市北区 丸善　岡山シンフォニービル店

岡山市北区 紀伊國屋書店　クレド岡山店

岡山市北区 三省堂書店　岡山駅店

倉敷市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ玉島店

倉敷市 ＴＳＵＴＡＹＡ　中島店

広島県

広島市安佐北区 廣文館　フジグラン高陽店

広島市中区 アニメイト　広島店

広島市南区 ジュンク堂書店　広島駅前店

東広島市 アニメイト　フジグラン東広島店

廿日市市 紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店

福山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢丘店

福山市 アニメイト　福山店

福山市 啓文社　コア春日店

山口県

下関市 くまざわ書店　下関店

下関市 明屋書店　ＭＥＧＡ新下関店

周南市 明屋書店　今宿店

防府市 アニメイト　イオン防府店

萩市 明屋書店　萩店

徳島県

三好郡 小山助学館　三加茂店



徳島市 アニメイトとくしま

徳島市 紀伊國屋書店　徳島店

徳島市 未来屋書店　徳島店

香川県

丸亀市 ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店

高松市 アニメイト　高松店

高松市 くまざわ書店　高松店

木田郡 宮脇書店　三木店

愛媛県

松山市 アニメイト　松山店

松山市 明屋書店　平井店

宇和島市 宮脇書店　宇和島店

高知県

高知市 アニメイト　高知店

南国市 ＴＳＵＴＡＹＡ　南国店

福岡県

古賀市 金修堂書店　サンリブ古賀店

行橋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　コスタ行橋店

糟屋郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＧＡＲＡＧＥ　福岡志免

太宰府市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　太宰府店

筑紫野市 アニメイト　イオンモール筑紫野

筑紫野市 蔦屋書店　イオンモール筑紫野

福岡市中央区 アニメイト　福岡天神店

福岡市中央区 ジュンク堂書店　福岡店

福岡市中央区 紀伊國屋書店　天神イムズ店

福岡市中央区 未来屋書店　笹丘店

福岡市東区 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店

福岡市南区 福岡金文堂　大橋駅店

福岡市博多区 丸善　博多店

福岡市博多区 紀伊國屋書店　福岡本店

福津市 未来屋書店　福津店

北九州市若松区 くまざわ書店　若松店

北九州市小倉南区 アカデミア　サンリブシティ小倉店

北九州市小倉南区 くまざわ書店　サンリブもりつね店

北九州市小倉北区 アニメイト　小倉店

北九州市小倉北区 くまざわ書店　小倉店

北九州市八幡西区 白石書店　本店

佐賀県
佐賀市 アニメイト　モラージュ佐賀店

佐賀市 くまざわ書店　佐賀店

長崎県
雲仙市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス愛野店

佐世保市 アニメイト　佐世保店

佐世保市 くまざわ書店　佐世保店

大村市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店

長崎市 アニメイト　長崎店

長崎市 ブックランドＴＡＣＫ

長崎市 紀伊國屋書店　長崎店

南島原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス有家店

熊本県
宇城市 蔦屋書店　小川町

宇土市 カメヤ　宇土シティ店

菊池郡 紀伊國屋書店　熊本光の森店

球磨郡 明屋書店　錦店

熊本市中央区 アニメイト　熊本店

熊本市中央区 蔦屋書店　熊本三年坂

熊本市東区 ＴＳＵＴＡＹＡ　さくらの森店

熊本市東区 明林堂書店　サンピアン店

熊本市南区 紀伊國屋書店　熊本はません店

上益城郡 蔦屋書店　嘉島

天草市 ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店

大分県
大分市 アニメイト　大分店

大分市 くまざわ書店　大分店



大分市 ジュンク堂書店　大分店

大分市 リブロ　大分わさだ店

大分市 紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店

日田市 明屋書店　日田店

宮崎県
延岡市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　岡富店

延岡市 くまざわ書店　延岡ニューシティ店

宮崎市 アニメイト　宮崎店

宮崎市 りーぶる金海堂　クロスモール店

日南市 見聞読タナカ　日南店

鹿児島県
鹿児島市 ＭＡＲＵＺＥＮ　天文館店

鹿児島市 アニメイト　鹿児島店

鹿児島市 イオン　鹿児島中央店

鹿児島市 ジュンク堂書店　鹿児島店

鹿児島市 紀伊國屋書店　鹿児島店

鹿児島市 石井書店

霧島市 ＴＳＵＴＡＹＡ　フレスポ国分店

沖縄県
沖縄市 ＴＳＵＴＡＹＡ　泡瀬店

中頭郡 球陽堂書房　西原店

中頭郡 未来屋書店　沖縄ライカム店

島尻郡 田園書房　つかざん店

那覇市 アニメイト　那覇国際通り店

那覇市 ジュンク堂書店　那覇店

那覇市 リウボウブックセンター店

那覇市 球陽堂書房　那覇メインプレイス店

海外
台北市 紀伊國屋書店　台北微風店


