
都道府県 市町村 書店名

北海道 旭川市 ゲオ　旭川神楽店

北海道 旭川市 コーチャンフォー　旭川店

北海道 伊達市 ゲオ　伊達インター店

北海道 岩見沢市 ゲオ 新岩見沢店

北海道 釧路市 コーチャンフォー　釧路店

北海道 恵庭市 岡本書店　恵庭店

北海道 札幌市手稲区 ゲオ　札幌手稲店

北海道 札幌市清田区 コーチャンフォー　美しが丘店

北海道 札幌市西区 文教堂　琴似駅前店

北海道 札幌市中央区 MARUZEN＆ジュンク堂書店　札幌店

北海道 札幌市中央区 コミックとらのあな　札幌店

北海道 札幌市中央区 メロンブックス　札幌店

北海道 札幌市中央区 紀伊國屋書店　札幌本店

北海道 札幌市中央区 文教堂　大通り駅店

北海道 札幌市東区 文教堂　北49条店

北海道 札幌市北区 コーチャンフォー　新川通り店

北海道 室蘭市 ゲオ　室蘭東町店

北海道 小樽市 ゲオ　小樽店

北海道 小樽市 喜久屋書店　小樽店

北海道 千歳市 ゲオ　千歳駅前店

北海道 帯広市 ゲオ　西帯広店

北海道 帯広市 岡書帯広イーストモール店

北海道 帯広市 宮脇書店　帯広店

北海道 滝川市 ＴＳＵＴＡＹＡ　滝川店

北海道 二海郡 ゲオ　八雲店

北海道 日高郡 ゲオ　静内店

北海道 函館市 ゲオ　函館昭和店

北海道 函館市 函館　蔦屋書店

北海道 函館市 文教堂書店　函館昭和店

北海道 標津郡 ゲオ　中標津店

北海道 北見市 ゲオ　北見南通店

北海道 北見市 コーチャンフォー　北見店

北海道 網走市 ゲオ　網走店

青森県 むつ市 デンコードー　ＴＳＵＴＡＹＡ　むつ店

青森県 弘前市 ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前樹木店

青森県 弘前市 ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前店

青森県 十和田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田店

青森県 十和田市 WonderGOO　十和田店

青森県 青森市 ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店

青森県 八戸市 伊吉書院　西店

青森県 八戸市 伊吉書院　類家店

青森県 八戸市 成田本店　みなと高台店

岩手県 一関市 TSUTAYA　一関中央店

岩手県 奥州市 WonderGOO　奥州水沢店



都道府県 市町村 書店名

岩手県 花巻市 エムズ書店　桜台店

岩手県 宮古市 かんの書店　本店

岩手県 盛岡市 エムズエクスポ　盛岡書店

岩手県 盛岡市 ジュンク堂書店　盛岡店

岩手県 盛岡市 蔦屋書店　盛岡店

岩手県 大船渡市 ブックポートネギシ　猪川店

岩手県 大船渡市 ブックポートネギシ　本店

岩手県 北上市 ブックスアメリカン　北上店

宮城県 遠田郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　涌谷店

宮城県 石巻市 ＴＳＵＴＡＹＡ　あけぼの店ヤマト屋書店

宮城県 石巻市 ＴＳＵＴＡＹＡ　中里店ヤマト屋書店　

宮城県 石巻市 金港堂　石巻店

宮城県 仙台市若林区 TSUTAYA　やまとまち店

宮城県 仙台市青葉区 コミックとらのあな　仙台店

宮城県 仙台市青葉区 メロンブックス　仙台店

宮城県 仙台市青葉区 喜久屋書店　仙台店

宮城県 仙台市泉区 TSUTAYA　仙台泉店

宮城県 大崎市 TSUTAYA　古川バイパス店

宮城県 大崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　古川バイパス店

宮城県 白石市 うさぎや　白石店

宮城県 名取市 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台南店

宮城県 名取市 デンコードー　ＴＳＵＴＡＹＡ　岩沼店

秋田県 秋田市 TSUTAYA　広面店

秋田県 秋田市 TSUTAYA　中野店

秋田県 秋田市 ジュンク堂書店　秋田店

秋田県 秋田市 スーパーブックス　八橋店

秋田県 大館市 ＴＳＵＴＡＹＡ　大館店

秋田県 大仙市 ＴＳＵＴＡＹＡ　大仙店

秋田県 湯沢市 TSUTAYA　湯沢店

秋田県 能代市 ＴＳＵＴＡＹＡ　能代店

秋田県 由利本荘市 ミライア　本荘店

山形県 山形市 こまつ書店　桜田店

山形県 山形市 こまつ書店　寿町本店

山形県 山形市 こまつ書店　西田店

山形県 酒田市 未来屋書店　酒田南店

山形県 東根市 TSUTAYA　東根店

山形県 東根市 こまつ書店　東根店

山形県 東田川郡 戸田書店　三川店

山形県 南陽市 ＢＳさんわ

福島県 いわき市 WonderGOO　いわき鹿島店

福島県 いわき市 ブックエース　小名浜店

福島県 いわき市 ブックエース　上荒川店

福島県 いわき市 ブックエース　植田店

福島県 会津若松市 ＴＳＵＴＡＹＡ　会津アピオ店



都道府県 市町村 書店名

福島県 喜多方市 ＴＳＵＴＡＹＡ　喜多方西店

福島県 郡山市 みどり書房　桑野店

福島県 須賀川市 レオクラブ　ＴＳＵＴＡＹＡ　須賀川東店

福島県 田村市 TSUTAYA　船引店

福島県 南相馬市 ＴＳＵＴＡＹＡ　南相馬店

福島県 白河市 みどり書房　白河店

福島県 福島市 みどり書房　福島南店

福島県 福島市 岩瀬書店　鎌田店

福島県 福島市 岩瀬書店　八木田店

福島県 福島市 西沢書店　北店

茨城県 つくば市 WonderGOO　つくば店

茨城県 ひたちなか市 WonderGOO　TSUTAYA　那珂湊店

茨城県 ひたちなか市 WonderGOO　ひたちなか店

茨城県 ひたちなか市 ささもと書店

茨城県 ひたちなか市 ブックエース　東石川店

茨城県 ひたちなか市 蔦屋書店　ひたちなか店

茨城県 稲敷市 WonderGOO　東店

茨城県 猿島郡 WonderGOO　境店

茨城県 下妻市 ブックエース　下妻店

茨城県 牛久市 WonderGOO　ひたち野うしく店

茨城県 結城市 ブックエース　結城店

茨城県 古河市 WonderGOO　古河店

茨城県 古河市 ブックエース　総和店

茨城県 坂東市 ブックエース　坂東店

茨城県 鹿嶋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿島宮中店

茨城県 守谷市 WonderGOO　守谷店

茨城県 神栖市 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿島南店

茨城県 神栖市 WonderGOO　鹿島店

茨城県 水戸市 WonderGOO　水戸笠原店

茨城県 水戸市 ブックエース　茨大前店

茨城県 水戸市 メロンブックス　水戸店

茨城県 石岡市 WonderGOO　石岡店

茨城県 石岡市 ブックエース　石岡店

茨城県 筑西市 WonderGOO　下館店

茨城県 筑西市 ブックエース　下館店

茨城県 那珂市 WonderGOO　那珂店

茨城県 日立市 WonderGOO　日立田尻店

茨城県 日立市 ブックエース　日立鮎川店

茨城県 北茨城市 WonderGOO　北茨城店

茨城県 龍ケ崎市 WonderGOO　竜ヶ崎店

栃木県 さくら市 ビックワン さくら店

栃木県 宇都宮市 うさぎや　宇都宮テクノ店

栃木県 宇都宮市 サンライズ　御幸ヶ原店

栃木県 宇都宮市 メロンブックス　宇都宮店



都道府県 市町村 書店名

栃木県 塩谷郡 サンライズ　高根沢店

栃木県 下野市 うさぎや　自治医大店

栃木県 佐野市 ゲオ　佐野高萩店

栃木県 鹿沼市 ビックワン　ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿沼店

栃木県 小山市 WonderGOO　小山店

栃木県 小山市 ゲオ　羽川店

栃木県 足利市 WonderGOO　足利店

栃木県 大田原市 WonderGOO　大田原店

栃木県 栃木市 うさぎや　栃木城内店

栃木県 那須塩原市 ハートブックス 400号 西那須野店

栃木県 矢板市 うさぎや　ＴＳＵＴＡＹＡ　矢板店

群馬県 みどり市 ゲオ　笠懸店

群馬県 伊勢崎市 WonderGOO　伊勢崎店

群馬県 伊勢崎市 ゲオ　連取店

群馬県 館林市 ゲオ　館林店

群馬県 桐生市 ゲオ　新里店

群馬県 桐生市 戸田書店　桐生店

群馬県 高崎市 WonderGOO　高崎店

群馬県 高崎市 メロンブックス　高崎店

群馬県 高崎市 戸田書店　高崎店

群馬県 前橋市 蔦屋書店　前橋みなみモール店

群馬県 太田市 ゲオ　内ヶ島店

群馬県 太田市 ブックマンズアカデミー　太田店

群馬県 太田市 蔦屋書店　太田店

群馬県 北群馬郡 TSUTAYA　前橋高岡店

埼玉県 さいたま市見沼区 精文館書店　TSUTAYA　東大宮店

埼玉県 さいたま市大宮区 コミックとらのあな　大宮店

埼玉県 さいたま市大宮区 メロンブックス　大宮店

埼玉県 さいたま市大宮区 紀伊國屋書店　さいたま新都心店　

埼玉県 さいたま市南区 成文堂書店　南浦和店

埼玉県 さいたま市北区 NET21 ブックスページワン 大宮宮原店

埼玉県 越谷市 旭屋書店　新越谷店

埼玉県 越谷市 宮脇書店　越谷店

埼玉県 桶川市 丸善　桶川店

埼玉県 久喜市 くまざわ書店　久喜店

埼玉県 久喜市 蔦屋書店　フォレオ菖蒲店

埼玉県 狭山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　狭山店

埼玉県 狭山市 文教堂　狭山店

埼玉県 戸田市 明文堂　TUTAYA戸田店

埼玉県 行田市 宮脇書店　行田持田店

埼玉県 坂戸市 TSUTAYA　坂戸店

埼玉県 三郷市 竹島書店　三郷店

埼玉県 春日部市 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日部店

埼玉県 春日部市 ブックエース　春日部16号線店



都道府県 市町村 書店名

埼玉県 所沢市 うさぎやＴＳＵＴＡＹＡ　所沢山口店

埼玉県 所沢市 うさぎやＴＳＵＴＡＹＡ　新所沢店

埼玉県 所沢市 ブックスタマ 所沢店

埼玉県 深谷市 ＧＲＥＥＮＢＯＯＫ／ＴＳＵＴＡＹＡ　籠原店

埼玉県 深谷市 ゲオ　大沼店

埼玉県 川越市 TSUTAYA　鶴ヶ島店

埼玉県 川越市 TSUTAYA　南古谷店

埼玉県 川口市 文教堂　川口駅店

埼玉県 川口市 文教堂　東川口店

埼玉県 草加市 ゲオ　草加新田店

埼玉県 秩父市 グリーンブック　秩父店

埼玉県 朝霞市 宮脇書店　朝霞店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

埼玉県 朝霞市 蔦谷書店　みはら本店

埼玉県 鶴ヶ島市 スーパーブックスyc voxワカバウォーク店

埼玉県 東松山市 ゲオ　東松山店

埼玉県 南埼玉郡 東武ブックス　動物公園店

埼玉県 入間市 WonderGOO TSUTAYA　入間店

埼玉県 八潮市 ＴＳＵＴＡＹＡ　八潮店

埼玉県 八潮市 ゲオ　フレスポ 八潮店

埼玉県 比企郡 蔦屋書店　滑川店

埼玉県 北足立郡 TSUTAYA　伊奈店

埼玉県 北本市 精文館書店　北本店

埼玉県 本庄市 蔦屋書店　本庄早稲田店

千葉県 旭市 WonderGOO　旭店

千葉県 印西市 WonderGOO　千葉NT店

千葉県 鎌ケ谷市 WonderGOO　鎌ヶ谷店

千葉県 館山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　館山店

千葉県 君津市 ゲオ　君津外箕輪店

千葉県 君津市 博文堂　君津店

千葉県 香取市 ゲオ　香取小見川店

千葉県 佐倉市 すばる書店 TSUTAYA 佐倉店

千葉県 山武市 WonderGOO　成東店

千葉県 市原市 精文館書店　TSUTAYA　市原五井店

千葉県 市川市 すばる書店 TSUTAYA 二十世紀が丘店

千葉県 市川市 ときわ書房　本八幡スクエア店

千葉県 市川市 山下書店 南行徳店

千葉県 習志野市 くまざわ書店　津田沼店

千葉県 松戸市 ときわ書房　新松戸店

千葉県 松戸市 堀江良文堂　松戸店

千葉県 成田市 ブックエース　成田赤坂店

千葉県 千葉市花見川区 精文館書店　花見川店

千葉県 千葉市若葉区 スーパーブックス　都賀店

千葉県 千葉市中央区 コミックとらのあな　千葉店

千葉県 千葉市緑区 精文館書店　おゆみ野店



都道府県 市町村 書店名

千葉県 千葉市緑区 多田屋　土気店

千葉県 船橋市 すばる書店 TSUTAYA 北習志野駅前店

千葉県 船橋市 ブックエキスプレス　ペリエ西船橋店

千葉県 銚子市 ゲオ　銚子清川店

千葉県 東金市 WonderGOO　東金店

千葉県 柏市 メロンブックス　柏店

千葉県 八千代市 ときわ書房　八千代台店

千葉県 富里市 WonderGOO　富里店

千葉県 富里市 ゲオ　富里店

千葉県 茂原市 WonderGOO　茂原店

千葉県 木更津市 精文館書店　木更津店

千葉県 流山市 紀伊國屋書店　流山店

東京都 羽村市 ＴＳＵＴＡＹＡ　羽村店

東京都 葛飾区 ＴＳＵＴＡＹＡ　亀有店

東京都 江東区 ＴＳＵＴＡＹＡ　東大島店

東京都 江東区 文教堂　東陽町駅前店書籍

東京都 江東区 木村書店

東京都 港区 文教堂　浜松町店

東京都 港区 文教堂書店　赤坂店

東京都 渋谷区 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ

東京都 小金井市 くまざわ書店　武蔵小金井北口店

東京都 昭島市 NET21 井上昭島店

東京都 新宿区 コミックとらのあな　新宿店A

東京都 新宿区 ブックファースト　新宿店

東京都 新宿区 メロンブックス　新宿店

東京都 世田谷区 文教堂　二子玉川店

東京都 西東京市 博文堂書店　田無店

東京都 千代田区 コミックとらのあな　秋葉原店Ａ

東京都 千代田区 コミックとらのあな　秋葉原店C

東京都 千代田区 メロンブックス　秋葉原店

東京都 千代田区 書泉グランデ

東京都 千代田区 書泉ブックタワー

東京都 千代田区 有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店

東京都 足立区 スーパーブックス　住吉書房五反野店

東京都 多摩市 啓文堂書店　多摩センター店

東京都 台東区 ブックエキスプレス　エキュート上野店

東京都 台東区 明正堂　アトレ上野店

東京都 大田区 ＴＳＵＴＡＹＡ　大森町駅前店

東京都 大田区 メロンブックス　蒲田店

東京都 中野区 文教堂　中野坂上店

東京都 中野区 明屋書店　中野ブロードウェイ店

東京都 町田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　町田木曽店

東京都 東村山市 オリオン書房　秋津店

東京都 東大和市 ブックスタマ 東大和店



都道府県 市町村 書店名

東京都 八王子市 くまざわ書店　八王子コミック・ビーワン店

東京都 八王子市 メロンブックス　八王子店

東京都 八王子市 蔦屋書店　八王子みなみ野店

東京都 品川区 TSUTAYA BOOK STORE　五反田店

東京都 府中市 啓文堂書店　府中本店

東京都 府中市 蔦屋書店　フレスポ府中店

東京都 武蔵野市 ジュンク堂書店　吉祥寺店

東京都 武蔵野市 ブックスルーエ

東京都 武蔵野市 文教堂書店　武蔵境駅前店

東京都 豊島区 コミックとらのあな　池袋店A

東京都 豊島区 ジュンク堂書店　池袋本店

東京都 豊島区 メロンブックス　池袋店

東京都 北区 NET21 ブックスページワン IY赤羽店

東京都 北区 談・文教堂　赤羽店

東京都 目黒区 恭文堂書店　学芸大学店

東京都 立川市 オリオン書房　ノルテ店

東京都 立川市 オリオン書房　ルミネ店

東京都 立川市 ジュンク堂書店 立川高島屋店

東京都 立川市 メロンブックス　立川店

神奈川県 横須賀市 スーパーブックス　住吉書房久里浜店

神奈川県 横須賀市 文教堂MORE'S　横須賀店

神奈川県 横浜市港南区 精文館書店　下永谷店

神奈川県 横浜市港北区 天一書房　綱島店

神奈川県 横浜市瀬谷区 精文館　TSUTAYA　三ツ境店

神奈川県 横浜市瀬谷区 精文館書店　下瀬谷店

神奈川県 横浜市西区 コミックとらのあな　横浜店

神奈川県 横浜市西区 メロンブックス　横浜店

神奈川県 横浜市青葉区 文教堂　すすき野とうきゅう店

神奈川県 横浜市都筑区 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店

神奈川県 横浜市緑区 文教堂　中山とうきゅう店

神奈川県 海老名市 三省堂書店　海老名店

神奈川県 厚木市 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛甲石田店

神奈川県 厚木市 TSUTAYA　厚木戸室店

神奈川県 厚木市 文教堂　R412店

神奈川県 厚木市 有隣堂　厚木店

神奈川県 小田原市 スペース２１　シティモール店

神奈川県 秦野市 伊勢原書店　秦野店

神奈川県 川崎市幸区 丸善　ラゾーナ川崎店

神奈川県 川崎市高津区 文教堂　溝ノ口駅前店

神奈川県 川崎市高津区 文教堂 溝ノ口本店

神奈川県 川崎市川崎区 紀伊國屋書店　イトーヨーカドー川崎店

神奈川県 川崎市多摩区 文教堂　登戸駅店

神奈川県 川崎市中原区 文教堂　新城駅店

神奈川県 相模原市南区 くまざわ書店　相模大野店



都道府県 市町村 書店名

神奈川県 相模原市緑区 伊勢原書店　城山店

神奈川県 大和市 文教堂　中央林間店

神奈川県 中郡 文教堂　平塚店

神奈川県 藤沢市 Ｂｏｏｋプラザ　文華堂

神奈川県 藤沢市 文教堂　湘南とうきゅう店

神奈川県 藤沢市 有隣堂　藤沢店

神奈川県 平塚市 ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店

神奈川県 平塚市 文教堂　平塚駅前店

新潟県 阿賀野市 緑岡書店

新潟県 燕市 蔦屋書店　県央店

新潟県 魚沼市 ＴＳＵＴＡＹＡ　小出店

新潟県 三条市 知遊堂　三条店

新潟県 上越市 知遊堂　上越国府店

新潟県 上越市 蔦谷書店　上越インター店

新潟県 新潟市西区 TSUTAYA　新通店

新潟県 新潟市西区 知遊堂　亀貝店

新潟県 新潟市中央区 コミックとらのあな　新潟店

新潟県 新潟市中央区 ジュンク堂書店　新潟店

新潟県 新潟市中央区 メロンブックス　新潟店

新潟県 新潟市中央区 戸田書店　新潟南店

新潟県 新潟市中央区 蔦屋書店　新潟中央インター店

新潟県 新潟市東区 蔦谷書店　河渡店

新潟県 新発田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　新発田店

新潟県 長岡市 戸田書店　長岡店

新潟県 長岡市 蔦屋書店　長岡古正寺店

新潟県 柏崎市 TSUTAYA　柏崎岩上店

新潟県 柏崎市 コメリ書房　柏崎店

富山県 下新川郡 明文堂　新入善店

富山県 高岡市 文苑堂書店 清水町店

富山県 高岡市 文苑堂書店　福田本店

富山県 黒部市 明文堂書店　黒部店

富山県 射水市 文苑堂書店　小杉店

富山県 射水市 文苑堂書店　新湊店

富山県 富山市 ブックスなかだ　本店　Comic-Labo

富山県 富山市 精文館書店　大野沢店

富山県 富山市 文苑堂書店　藤の木店

富山県 富山市 文苑堂書店　富山豊田店

富山県 富山市 明文堂書店　富山新庄経堂店

石川県 金沢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店

石川県 金沢市 金沢ビーンズ明文堂書店

石川県 金沢市 文苑堂　示野Ｂ

石川県 小松市 明文堂書店　小松店

石川県 野々市市 明文堂書店　金沢野々市店

石川県 輪島市 ゲオ 新輪島店



都道府県 市町村 書店名

福井県 越前市 山田書店

福井県 越前市 山田書店　芝原店

福井県 大野市 勝木書店　大野店

福井県 福井市 スーパーカボス　大和田店

福井県 福井市 勝木書店　新二の宮店

山梨県 甲府市 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲府バイパス店

山梨県 甲府市 天真堂書店　甲府国母店

長野県 佐久市 蔦屋書店　佐久野沢店

長野県 小諸市 蔦屋書店　佐久小諸店

長野県 松本市 ＴＳＵＴＡＹＡ　東松本店

長野県 松本市 宮脇書店　松本店

長野県 上伊那郡 TSUTAYA　箕輪店

長野県 千曲市 平安堂書店　更埴店

長野県 中野市 蔦屋書店　長野中野店

長野県 長野市 メロンブックス　長野店

長野県 長野市 蔦屋書店　長野川中島店

長野県 長野市 平安堂　若槻店

長野県 長野市 平安堂　新長野店

長野県 長野市 平安堂　東和田店

長野県 飯田市 平安堂　座光寺店

長野県 飯田市 平安堂　飯田店

岐阜県 岐阜市 アミーゴ書店　河内長野店

岐阜県 岐阜市 三省堂書店　岐阜店

岐阜県 恵那市 いまじん　恵那店

岐阜県 多治見市 TSUTAYA　多治見インター店

岐阜県 大垣市 いまじん　大垣店

岐阜県 本巣市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　モレラ岐阜

静岡県 伊東市 文教堂　伊東店

静岡県 菊川市 戸田書店　リブレ菊川店

静岡県 湖西市 明屋書店　イケヤ湖西店

静岡県 御殿場市 精文館書店　TSUTAYA　御殿場店

静岡県 駿東郡 マルサン書店　サントムーン店

静岡県 沼津市 マルサン書店　駅北店

静岡県 焼津市 Booksえみたす 焼津店

静岡県 焼津市 ＴＳＵＴＡＹＡ　グランリバー大井川店

静岡県 静岡市葵区 MARUZEN&ジュンク堂書店　新静岡店

静岡県 静岡市葵区 コミックとらのあな　静岡店

静岡県 静岡市葵区 メロンブックス　静岡店

静岡県 静岡市葵区 谷島屋　新流通店

静岡県 静岡市駿河区 吉見書店　長田店

静岡県 静岡市清水区 TSUTAYA　清水春日店

静岡県 袋井市 宮脇書店　新磐田浅羽店

静岡県 田方郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　函南店

静岡県 田方郡 戸田書店　函南店



都道府県 市町村 書店名

静岡県 藤枝市 TSUTAYA　藤枝店

静岡県 磐田市 精文館書店　豊田町店

静岡県 磐田市 谷島屋　アピタ磐田店

静岡県 磐田市 明屋書店　イケヤ磐田東店

静岡県 浜松市西区 アマノ　入野店

静岡県 浜松市西区 精文館書店　TSUTAYA　佐鳴台店

静岡県 浜松市西区 谷島屋　イオンモール浜松　志都呂店

静岡県 浜松市中区 アマノ　アクト北店

静岡県 浜松市中区 精文館書店　領家店

静岡県 浜松市中区 明屋書店　イケヤ高丘店

静岡県 浜松市南区 明屋書店　渡瀬店

静岡県 富士宮市 谷島屋　富士宮店

静岡県 富士市 TSUTAYA　富士本吉原店

静岡県 富士市 あおい書店　富士店ＣＤ＆コミック館

愛知県 安城市 精文館書店　安城店

愛知県 一宮市 精文館書店　尾張一宮店

愛知県 岡崎市 いまじん　ウイングタウン岡崎店

愛知県 岡崎市 いまじん　岡崎店

愛知県 岡崎市 鎌倉文庫　岡崎南店

愛知県 額田郡 精文館書店　幸田店

愛知県 蒲郡市 精文館書店　蒲郡三谷店

愛知県 蒲郡市 精文館書店　蒲郡店

愛知県 刈谷市 ブックセンター名豊　刈谷店

愛知県 刈谷市 宮脇書店　刈谷店

愛知県 刈谷市 本の王国　刈谷店

愛知県 高浜市 精文館書店　新高浜店

愛知県 春日井市 いまじん　春日井南店

愛知県 小牧市 カルコス　小牧店

愛知県 瀬戸市 いまじん　瀬戸店

愛知県 西尾市 あおい書店　西尾店

愛知県 大府市 ブックセンター名豊　大府店

愛知県 丹羽郡 カルコス　扶桑店

愛知県 長久手市 ＢＯＯＫＳえみたす　長久手店

愛知県 津島市 精文館書店　新津島店

愛知県 津島市 精文館書店　津島店

愛知県 田原市 精文書店　新田原店

愛知県 東海市 精文館　荒尾店

愛知県 豊橋市 メロンブックス　豊橋店

愛知県 豊橋市 精文館書店　幸店

愛知県 豊橋市 精文館書店　三ノ輪店

愛知県 豊橋市 精文館書店　汐田橋店

愛知県 豊橋市 精文館書店　二川店

愛知県 豊橋市 精文館書店　本店コミック館

愛知県 豊田市 精文館書店　新豊田店



都道府県 市町村 書店名

愛知県 豊明市 精文館書店　豊明店

愛知県 名古屋市中区 WonderGOO　名古屋大須店

愛知県 名古屋市中川区 いまじん　中川区戸田店

愛知県 名古屋市中川区 精文館書店　中島新町店

愛知県 名古屋市中村区 コミックとらのあな　名古屋店

愛知県 名古屋市中村区 メロンブックス　名古屋店

愛知県 名古屋市中村区 星野書店　近鉄パッセ店

愛知県 弥富市 いまじん　弥富店

三重県 伊賀市 コメリ書房　上野店

三重県 伊勢市 TSUTAYA　伊勢上地店

三重県 伊勢市 白揚　ミタス伊勢店

三重県 桑名市 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名サンシパーク店

三重県 四日市市 TSUTAYA　いまじん白揚笹川店

三重県 四日市市 TSUTAYA　いまじん白揚四日市店

三重県 志摩市 ゲオ　志摩店

三重県 松阪市 コメリ書房　松阪店

三重県 津市 宮脇書店　久居インター店

三重県 津市 宮脇書店　津店

三重県 鈴鹿市 TSUTAYA　鈴鹿中央通店

三重県 鈴鹿市 コメリ書房　鈴鹿店

滋賀県 近江八幡市 サンミュージック　近江八幡店

滋賀県 湖南市 本のがんこ堂　石部店

滋賀県 守山市 本のがんこ堂　守山店

滋賀県 草津市 ハイパーブックス　かがやき通り店

滋賀県 草津市 ハイパーブックス　駒井沢店

滋賀県 大津市 ハイパーブックス　大津京店

滋賀県 大津市 大垣書店　大津一里山店

滋賀県 長浜市 サンミュージック　長浜店

滋賀県 長浜市 ハイパーブックス　長浜店

滋賀県 東近江市 ハイパーブックス　八日市店

滋賀県 彦根市 ハイパーブックス　彦根店

京都府 宇治市 富士書房  大久保店

京都府 亀岡市 宮脇書店　亀岡店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

京都府 京都市下京区 大垣書店　京都ヨドバシ店

京都府 京都市中京区 コミックとらのあな　京都店

京都府 京都市中京区 メロンブックス　京都店

京都府 京都市中京区 大垣書店　二条駅店

京都府 京都市南区 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店

京都府 京都市南区 大垣書店　イオンモール京都桂川店

京都府 福知山市 蔦屋書店　AVIX福知山店

大阪府 茨木市 サンミュージック　ハイパーブックス茨木店

大阪府 茨木市 文教堂　コジマブックス茨木店

大阪府 貝塚市 ＴＳＵＴＡＹＡ　貝塚店

大阪府 高槻市 TSUTAYA　高槻南店



都道府県 市町村 書店名

大阪府 高槻市 サンクス　富田店

大阪府 高槻市 大垣書店　高槻店

大阪府 堺市堺区 ＴＳＵＴＡＹＡ　堺南店

大阪府 堺市中区 TSUTAYA　府大前店

大阪府 堺市北区 紀伊國屋書店　堺北花田店　

大阪府 寝屋川市 TSUTAYA　ビバモール寝屋川店

大阪府 吹田市 田村書店　吹田さんくす店

大阪府 大阪市阿倍野区 喜久屋書店　漫画館阿倍野店

大阪府 大阪市此花区 田村書店　西九条店

大阪府 大阪市中央区 ジュンク堂書店　天満橋店

大阪府 大阪市天王寺区 ジュンク堂書店　上本町店

大阪府 大阪市都島区 紀伊國屋書店　京橋店

大阪府 大阪市北区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店

大阪府 大阪市北区 コミックとらのあな　梅田店

大阪府 大阪市北区 ジュンク堂書店　大宮店

大阪府 大阪市北区 ジュンク堂書店　大阪本店

大阪府 大阪市北区 清風堂書店

大阪府 大阪市浪速区 コミックとらのあな　なんば店A

大阪府 大阪市浪速区 ジュンク堂書店　難波店

大阪府 大阪市浪速区 ソフマップ　なんば店ザウルス1店

大阪府 大阪市浪速区 メロンブックス　大阪日本橋店

大阪府 大阪市浪速区 わんだーらんど　なんば店

大阪府 大東市 文教堂書店　住道店

大阪府 池田市 甲川正文堂

大阪府 東大阪市 TSUTAYA　瓢箪山駅前店

大阪府 八尾市 丸善　八尾アリオ店

大阪府 豊中市 田村書店　千里中央店

大阪府 枚方市 ＴＳＵＴＡＹＡ　東香里店

大阪府 枚方市 蔦屋書店　ベルパルレ国道１号線店

大阪府 枚方市 枚方　蔦屋書店

大阪府 箕面市 ブックパルデューク書店　箕面店

大阪府 和泉市 ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉26号線店

大阪府 和泉市 田村書店　ららぽーと和泉店

兵庫県 たつの市 うかいや　竜野店

兵庫県 伊丹市 TSUTAYA　阪急伊丹駅前店

兵庫県 伊丹市 明屋書店　ユートピア野間店

兵庫県 加古川市 イレブン　加古川店

兵庫県 加古川市 うかいや　石守店

兵庫県 加古川市 くまざわ書店　加古川店

兵庫県 加古川市 紀伊國屋書店　加古川店

兵庫県 高砂市 TSUTAYA　高砂米田店

兵庫県 三田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　新三田店

兵庫県 洲本市 宮脇書店　洲本店

兵庫県 小野市 パルネット　小野店



都道府県 市町村 書店名

兵庫県 神戸市西区 喜久屋書店 神戸学園都市店

兵庫県 神戸市中央区 エンジョイスペースギルド

兵庫県 神戸市中央区 コミックとらのあな　三宮店

兵庫県 神戸市中央区 ジュンク堂書店　三宮店

兵庫県 神戸市中央区 メロンブックス　神戸店

兵庫県 神戸市中央区 大垣書店　神戸ハーバーランドUmie店

兵庫県 神戸市北区 TSUTAYA　西鈴蘭台店

兵庫県 神崎郡 うかいや書店　福崎店

兵庫県 赤穂市 TSUTAYA　フレスポ赤穂店

兵庫県 川西市 紀伊國屋書店　川西店

兵庫県 姫路市 ＴＳＵＴＡＹＡ　熊見店

兵庫県 姫路市 ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路広峰店

兵庫県 豊岡市 喜久屋書　豊岡店

兵庫県 明石市 ジュンク堂書店　明石店

兵庫県 揖保郡 TSUTAYA　太子店

兵庫県 揖保郡 うかいや　太子南店

奈良県 橿原市 喜久屋書店　橿原店

奈良県 奈良市 WAY　押熊店

和歌山県 岩出市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　岩出店

和歌山県 田辺市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　オーシティ前田辺店

和歌山県 和歌山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　ガーデンパーク和歌山店

和歌山県 和歌山市 宮脇書店　ロイネット和歌山店

鳥取県 倉吉市 今井書店　倉吉店

鳥取県 倉吉市 今井書店　パープルタウン店

鳥取県 鳥取市 ブックセンターコスモ吉方店

鳥取県 鳥取市 今井書店　吉成コミック店　

鳥取県 鳥取市 今井書店　湖山メディア館

鳥取県 米子市 TSUTAYA　角盤町店

鳥取県 米子市 ブックヤード　チャプター３

鳥取県 米子市 今井書店　錦町店

鳥取県 米子市 本の学校　ブックセンター

島根県 出雲市 今井書店　出雲店

島根県 松江市 今井書店　グループセンター店

島根県 松江市 今井書店　学園通り店

島根県 浜田市 ブックセンター　ジャスト浜田店

岡山県 岡山市東区 宮脇書店　新平島店

岡山県 岡山市北区 コミックとらのあな　岡山店

岡山県 岡山市北区 宮脇書店  岡山本店

岡山県 岡山市北区 啓文社　岡山本店

岡山県 赤磐市 ＴＳＵＴＡＹＡ　山陽店

岡山県 倉敷市 TSUTAYA　玉島店

岡山県 倉敷市 宮脇書店　笹沖店

岡山県 津山市 津山ブックセンター　本店

広島県 安芸郡 フタバ図書　TERA広島府中店



都道府県 市町村 書店名

広島県 安芸郡 フタバ図書　海田店

広島県 呉市 フタバ図書　ソフトピア広店

広島県 呉市 フタバ図書　呉駅レクレ店

広島県 呉市 啓文社　ゆめタウン呉店

広島県 広島市安佐南区 フタバ図書　ＭＥＧＡ中筋店

広島県 広島市安佐北区 TSUTAYA　啓文社　可部店

広島県 広島市西区 フタバ図書　ＡＬＴＩアルパーク北棟店

広島県 広島市中区 コミックとらのあな　広島店

広島県 広島市中区 フタバ図書　GIGA本通店

広島県 広島市中区 メロンブックス　広島店

広島県 広島市南区 フタバ図書　ＧＩＧＡ広島駅前

広島県 広島市南区 紀伊國屋書店　ゆめタウン広島店

広島県 三原市 啓文社　イオン三原店

広島県 東広島市 TSUTAYA　東広島店

広島県 廿日市市 紀伊國屋書店　甘日市

広島県 福山市 フタバ図書　ＡＬＴＩ福山本店

広島県 福山市 啓文社　コア神辺店

広島県 福山市 啓文社　ポートプラザ店

山口県 宇部市 幸太郎本舗　ＴＳＵＴＡＹＡ　宇部店

山口県 下関市 明屋書店　ＭＥＧＡ新下関店

山口県 下関市 明屋書店　下関長府店

山口県 岩国市 明屋書店　南岩国店

山口県 光市 明屋書店　光店

山口県 山口市 明屋書店 MEGA大内店

山口県 山口市 明屋書店　宮野店

山口県 山口市 明屋書店　小郡店

山口県 周南市 TSUTAYA　ロックタウン周南店

山口県 長門市 明屋書店　長門店

山口県 萩市 明屋書店　萩店

徳島県 吉野川市 宮脇書店　鴨島店

徳島県 徳島市 カルチャーシティ平惣　田宮店

徳島県 板野郡 紀伊國屋書店　ゆめタウン徳島店

香川県 観音寺市 宮脇書店　観音寺店

香川県 丸亀市 ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店

香川県 高松市 宮脇書店　南本店

香川県 高松市 宮脇書店　本店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛媛県 伊予郡 明屋書店　松前店

愛媛県 宇和島市 明屋書店　宇和島明倫店

愛媛県 今治市 明屋書店　喜田村店

愛媛県 今治市 明屋書店　今治別宮店

愛媛県 今治市 明屋書店　今治本店

愛媛県 四国中央市 明屋書店　川之江店

愛媛県 松山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＩＬＬ　三津店

愛媛県 松山市 TSYTAYA　フジグラン　松山店



都道府県 市町村 書店名

愛媛県 松山市 メロンブックス　松山店

愛媛県 松山市 明屋書店　空港通店

愛媛県 松山市 明屋書店　松山本店

愛媛県 新居浜市 明屋書店　MEGA西の土居店

愛媛県 西条市 明屋書店　西条本店

愛媛県 西条市 明屋書店　東予店

愛媛県 大洲市 明屋書店　大洲店

愛媛県 東温市 TSUTAYA BOOK STORE　重信店

高知県 香南市 ＴＳＵＴＡＹＡ　野市店

高知県 高知市 ＴＳＵＴＡＹＡ　御座店

高知県 高知市 ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店

高知県 高知市 ＴＳＵＴＡＹＡ　土佐道路店

高知県 四万十市 明屋書店　四万十川店

高知県 土佐市 ＴＳＵＴＡＹＡ　高岡店

高知県 南国市 TSUTAYA　南国店

福岡県 久留米市 TSUTAYA　合川店

福岡県 久留米市 ＴＳＵＴＡＹＡ　上津店

福岡県 行橋市 TSUTAYA　コスタ行橋店

福岡県 行橋市 明屋書店　行橋行事店

福岡県 糸島市 TSUTAYA　前原店

福岡県 糟屋郡 フタバ図書　ＴＥＲＡ福岡東店

福岡県 筑紫野市 蔦屋書店　イオン筑紫野店

福岡県 田川市 明屋書店　伊加利店

福岡県 八女市 積文館書店　八女店

福岡県 飯塚市 Ａ－Ｂｏｏｋ　穂波店

福岡県 飯塚市 エーブックス　飯塚店

福岡県 福岡市中央区 コミックとらのあな　福岡店

福岡県 福岡市中央区 ジュンク堂書店　福岡店

福岡県 福岡市中央区 メロンブックス　福岡天神店

福岡県 福岡市東区 BOOKINN金進堂　原田店

福岡県 福岡市東区 ゲオ　福岡土井店

福岡県 福岡市博多区 紀伊國屋書店　福岡本店

福岡県 福津市 ゲオ　福津店

福岡県 北九州市小倉北区 メロンブックス　小倉店

福岡県 北九州市八幡西区 積文館書店　本城店

福岡県 北九州市八幡西区 明林堂書店　三ヶ森店

佐賀県 佐賀市 紀伊國屋書店　佐賀店

佐賀県 佐賀市 明林堂書店　新南佐賀店

佐賀県 唐津市 ＴＳＵＴＡＹＡ　唐津店

佐賀県 武雄市 蔦屋書店　武雄店

長崎県 佐世保市 TSUTAYA BOOK STORE　させぼ五番街店

長崎県 長崎市 TSUTAYA 遊ＩＮＧ浜町店

長崎県 島原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店

長崎県 南島原市 TSUTAYAココアドバンス　有家店



都道府県 市町村 書店名

長崎県 諫早市 ブックマート諫早

熊本県 宇城市 蔦屋書店　小川町店

熊本県 玉名市 TSUTAYA　AVクラブ　玉名店

熊本県 熊本市西区 TSUTAYA　ＡＶクラブ　田崎店

熊本県 熊本市中央区 メロンブックス　熊本店

熊本県 熊本市東区 TSUTAYA AVクラグ　健軍店

熊本県 熊本市東区 明屋書店　サンロードシティ熊本店

熊本県 熊本市南区 TSUTAYA　ＡＶクラブ　近見店

熊本県 熊本市北区 ＴＳＵＴＡＹＡ　植木店

熊本県 熊本市北区 明林堂書店　武蔵ケ丘店

熊本県 荒尾市 BOOKSあんとく　あらお店

熊本県 荒尾市 明林堂書店　イオンタウン荒尾店

熊本県 八代市 TSUTAYA　八代松江店

大分県 佐伯市 明屋書店　コスモタウン佐伯店

大分県 大分市 TSUTAYA　光吉店

大分県 大分市 TSUTAYA　森町店

大分県 大分市 ジュンク堂書店　大分店

大分県 大分市 明屋書店　高城店

大分県 大分市 明屋書店　大分フリーモールわさだ店

大分県 中津市 ＴＳＵＴＡＹＡ　中津店

大分県 日田市 明屋書店　日田店

大分県 別府市 ＴＳＵＴＡＹＡ　別府上人ケ浜店

宮崎県 延岡市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　岡富店

宮崎県 宮崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　大塚台店

宮崎県 宮崎市 明林堂書店　南宮崎店

鹿児島県 鹿児島市 丸善　天文館店

鹿児島県 霧島市 ブックセンターリリーズ　国分店

沖縄県 那覇市 ＴＳＵＴＡＹＡ　那覇新都心店

沖縄県 那覇市 ジュンク堂書店　那覇店

沖縄県 名護市 ゲオ　名護びいまた店


