
書店名 都道府県 市区町村

メロンブックス　札幌店 北海道 札幌市中央区

アニメイト　函館店 北海道 函館市

ゲーマーズ　札幌店 北海道 札幌市中央区

ゲオ　イオン石狩緑苑台店 北海道 石狩市

ゲオ　旭川永山3条店 北海道 旭川市

ゲオ　旭川神楽店 北海道 旭川市

ゲオ　伊達インター店 北海道 伊達市

ゲオ　音更木野大通店 北海道 河東郡

ゲオ　釧路貝塚店 北海道 釧路市

ゲオ　釧路星が浦店 北海道 釧路市

ゲオ　江別大麻店 北海道 江別市

ゲオ　札幌手稲店 北海道 札幌市手稲区

ゲオ　札幌豊平店 北海道 札幌市豊平区

ゲオ　札幌北３３条店 北海道 札幌市北区

ゲオ　室蘭東町店 北海道 室蘭市

ゲオ　小樽店 北海道 小樽市

ゲオ　新岩見沢店 北海道 岩見沢市

ゲオ　西帯広店 北海道 帯広市

ゲオ　静内店 北海道 日高郡

ゲオ　千歳駅前店 北海道 千歳市

ゲオ　滝川東町店 北海道 滝川市

ゲオ　稚内店 北海道 稚内市

ゲオ　中標津店 北海道 標津郡

ゲオ　函館昭和店 北海道 函館市

ゲオ　函館鍛治店 北海道 函館市

ゲオ　八雲店 北海道 二海郡

ゲオ　富良野店 北海道 富良野市

ゲオ　北見南大通店 北海道 北見市

ゲオ　北広島店 北海道 北広島市

ゲオ　網走店 北海道 網走市

ゲオ　紋別店 北海道 紋別市

ザ・本屋さん　白樺コロニー店 北海道 帯広市

ゲオ　イオンタウン青森浜田店 青森県 青森市

アニメイト　盛岡店 岩手県 盛岡市

ブックスアメリカン　北上店 岩手県 北上市
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書店名 都道府県 市区町村

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

ゲーマーズ　仙台店 宮城県 仙台市青葉区

スクラム　古川店 宮城県 大崎市

ゲオ　寒河江店 山形県 寒河江市

ゲオ　東根中央店 山形県 東根市

ハラトク書店　米沢店 山形県 米沢市

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

ゲオ　ヨークタウン福島野田店 福島県 福島市

ブックエース　LALAガーデンつくば店 茨城県 つくば市

ブックエース　茨大前店 茨城県 水戸市

ブックエース　下館店 茨城県 筑西市

ブックエース　下妻店 茨城県 下妻市

ブックエース　新取手店 茨城県 取手市

ブックエース　総和店 茨城県 古河市

ブックエース　東海店 茨城県 那珂郡東海村

ブックエース　坂東店 茨城県 坂東市

ブックエース　ピアシティ石岡店 茨城県 石岡市

ブックエース　東石川店 茨城県 ひたちなか市

ブックエース　日立鮎川店 茨城県 日立市

ブックエース　結城店 茨城県 結城市

メロンブックス　水戸店 茨城県 水戸市

WonderGOO　ひたちなか店 茨城県 ひたちなか市

WonderGOO　下館店 茨城県 筑西市

WonderGOO　古河店 茨城県 古河市

WonderGOO　鹿島店 茨城県 神栖市

WonderGOO　守谷店 茨城県 守谷市

ゲオ　河和田店 茨城県 水戸市

ゲオ　牛久中央店 茨城県 牛久市

ゲオ　三和店 茨城県 古河市

ゲオ　土浦店 茨城県 土浦市

ゲオ　日立金沢店 茨城県 日立市

ゲオ　木田余店 茨城県 土浦市

アニメイト　ロブレ小山店 栃木県 小山市

メロンブックス　宇都宮店 栃木県 宇都宮市

ゲオ　からす山店 栃木県 那須烏山市

ゲオ　羽川店 栃木県 小山市



書店名 都道府県 市区町村

ゲオ　間々田店 栃木県 小山市

ゲオ　佐野高萩店 栃木県 佐野市

ゲオ　足利鹿島店 栃木県 足利市

ゲオ　大平店 栃木県 栃木市

ゲオ　東峰町店 栃木県 宇都宮市

ゲオ　並木店 栃木県 真岡市

メロンブックス　高崎店 群馬県 高崎市

ゲオ　笠懸店 群馬県 みどり市

ゲオ　館林店 群馬県 館林市

ゲオ　新伊勢崎南店 群馬県 伊勢崎市

ゲオ　新里店 群馬県 桐生市

ゲオ　西吉井店 群馬県 高崎市

ゲオ　赤堀店 群馬県 伊勢崎市

ゲオ　藤岡店 群馬県 藤岡市

ゲオ　内ヶ島店 群馬県 太田市

ゲオ　飯塚店 群馬県 高崎市

ゲオ　片貝店 群馬県 前橋市

ゲオ　連取店 群馬県 伊勢崎市

アニメイト　大宮コミック館 埼玉県 さいたま市大宮区

ゲーマーズ　大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区

須原屋　本店 埼玉県 さいたま市

ブックエース　春日部16号線店 埼玉県 春日部市

ブックエース　杉戸店 埼玉県 北葛飾郡杉戸町

ブックデポ書楽 埼玉県 さいたま市

宮脇書店　朝霞店 埼玉県 朝霞市

宮脇書店　越谷店 埼玉県 越谷市

メロンブックス　大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区

ゲオ　フレスポ八潮店 埼玉県 八潮市

ゲオ　鴻巣店 埼玉県 鴻巣市

ゲオ　上尾中妻店 埼玉県 上尾市

ゲオ　新行田店 埼玉県 行田市

ゲオ　深谷上柴店 埼玉県 深谷市

ゲオ　草加新田店 埼玉県 草加市

ゲオ　大沼店 埼玉県 深谷市

ゲオ　東松山店 埼玉県 東松山市

ゲオ　飯能柳町店 埼玉県 飯能市

ゲオ　毛呂山店 埼玉県 入間郡

宮脇書店　行田持田店 埼玉県 行田市



書店名 都道府県 市区町村

リブロ　鴻巣店 埼玉県 鴻巣市

アニメイト　柏店 千葉県 柏市

ゲーマーズ　津田沼店 千葉県 習志野市

三省堂書店　カルチャーステーション千葉 千葉県 千葉市

ときわ書房　本店 千葉県 船橋市

ブックエース　成田赤坂店 千葉県 成田市

メロンブックス　柏店 千葉県 柏市

メロンブックス　千葉店 千葉県 千葉市中央区

WonderGOO　千葉NT店 千葉県 印西市

WonderGOO　八街店 千葉県 八街市

WonderGOO　富里店 千葉県 富里市

ゲオ　君津外箕輪店 千葉県 君津市

ゲオ　香取小見川店 千葉県 香取市

ゲオ　千葉都町 千葉県 千葉市中央区

ゲオ　銚子清川町店 千葉県 銚子市

ゲオ　富里店 千葉県 富里市

ときわ書房　本八幡店 千葉県 市川市

とらのあな　千葉店 千葉県 千葉市中央区

博文堂書店　君津店 千葉県 君津市

未来屋書店　成田店 千葉県 成田市

アニメイト　秋葉原本館 東京都 千代田区

アニメイト　新宿ハルク店 東京都 新宿区

アニメイト　池袋本店 東京都 豊島区

アニメイト　町田店 東京都 町田市

紀伊國屋書店　笹塚店 東京都 渋谷区

くまざわ書店　コミックランドビーワン錦糸町店 東京都 墨田区

ゲーマーズ　秋葉原本店 東京都 千代田区

ゲーマーズ　町田店 東京都 町田市

書泉グランデ 東京都 千代田区

書泉ブックタワー　７F 東京都 千代田区

蔦屋　三軒茶屋店 東京都 世田谷区

蔦屋書店　渋谷店 東京都 渋谷区

福家書店　アリオ北砂店 東京都 江東区

ブックファースト　新宿店 東京都 新宿区

芳林堂書店　高田馬場店 東京都 新宿区

メロンブックス　池袋店 東京都 豊島区

メロンブックス　蒲田店 東京都 大田区

メロンブックス　新宿店 東京都 新宿区



書店名 都道府県 市区町村

メロンブックス　立川店 東京都 立川市

メロンブックス　八王子店 東京都 八王子市

メロンブックス　秋葉原店 東京都 千代田区

TSUTAYA　大森町駅前店 東京都 大田区

ゲオ　町田小川店 東京都 町田市

とらのあな　秋葉原A 東京都 千代田区

とらのあな　新宿A 東京都 新宿区

ブックス・ルーエ　 東京都 武蔵野市

井上昭島店 東京都 昭島市

啓文堂書店　多摩センター店 東京都 多摩市

啓文堂書店　府中本店 東京都 府中市

アニメイト　横浜ビブレ 神奈川県 横浜市西区

アニメイト　川崎店 神奈川県 川崎市幸区

ゲーマーズ　横浜店 神奈川県 横浜市西区

ジュンク堂書店　藤沢店 神奈川県 藤沢市

住吉書房　元住吉店 神奈川県 川崎市中原区

ブックポート　大和店 神奈川県 大和市

未来屋書店　大和店 神奈川県 大和市

メロンブックス　横浜店 神奈川県 横浜市西区

有隣堂　東急プラザ戸塚 神奈川県 横浜市戸塚区

有隣堂　横浜駅西口 神奈川県 横浜市西区

TL戸塚店 神奈川県 横浜市

住吉書房　武蔵中原店 神奈川県 川崎市

メロンブックス　新潟店 新潟県 新潟市中央区

ゲオ　塩沢店 新潟県 南魚沼市

ゲオ　上越高田店 新潟県 上越市

ゲオ　新輪島店 石川県 輪島市

平安堂　諏訪店 長野県 諏訪市

メロンブックス　長野店 長野県 長野市

ゲオ　大豆島店 長野県 長野市

平安堂　佐久インターウェーブ店 長野県 佐久市

ゲオ　高山昭和店 岐阜県 美濃加茂市

メロンブックス　静岡店 静岡県 静岡市葵区

ゲオ　掛川大池店 静岡県 掛川市

メロンブックス　豊橋店 愛知県 豊橋市

メロンブックス　名古屋店 愛知県 名古屋市中村区

ゲーマーズ　名古屋店 愛知県 名古屋市中区

カルコス　扶桑店 愛知県 丹羽郡
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ゲオ　クラスポ蒲郡店 愛知県 蒲郡市

宮脇書店　尾西店 愛知県 一宮市

ゲオ　久居インター店 三重県 津市

ゲオ　志摩店 三重県 志摩市

ゲオ　　新亀山エコー店 三重県 亀山市

ゲオ　　鈴鹿磯山店 三重県 鈴鹿市

別所書店　津駅店 三重県 津市

アニメイト　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

メロンブックス　梅田店 大阪府 大阪市北区

メロンブックス　大阪日本橋店 大阪府 大阪市浪速区

MARUZEN&ジュンク堂書店　梅田店 大阪府 大阪市

アニメイト　大阪日本橋店 大阪府 大阪市浪速区

アニメイト　天王寺店 大阪府 大阪市阿倍野区

アニメイト　梅田店 大阪府 大阪市北区

大垣書店　高槻店 大阪府 高槻市

ゲーマーズ　なんば店 大阪府 大阪市浪速区

ゲオ　　くらわんか枚方店 大阪府 枚方市

とらのあな　なんばA 大阪府 大阪市浪速区

とらのあな　梅田 大阪府 大阪市北区

メロンブックス　神戸店 兵庫県 神戸市中央区

アニメイト　三宮店 兵庫県 神戸市中央区

うかいや書店　石守店 兵庫県 加古川市

ゲーマーズ　三宮店 兵庫県 神戸市中央区

ジュンク堂　三宮店 兵庫県 神戸市

今井書店　吉成コミック店 鳥取県 鳥取市

今井書店　グループセンター店 島根県 松江市

ブックセンターコスモ　出雲店 島根県 出雲市

アニメイト　岡山店 岡山県 岡山市

アニメイト　広島店 広島県 広島市中区

メロンブックス　広島店 広島県 広島市中区

啓文社　三原店 広島県 三原市

平惣　田宮店 徳島県 徳島市

平惣　徳島店 徳島県 徳島市

メロンブックス　松山店 愛媛県 松山市

メロンブックス　小倉店 福岡県 北九州市小倉北区

メロンブックス　福岡店 福岡県 福岡市中央区

アニメイト　福岡パルコ店 福岡県 福岡市中央区
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紀伊國屋書店　福岡本店 福岡県 福岡市博多区

ゲーマーズ　小倉店 福岡県 北九州市小倉北区

ゲーマーズ　博多店 福岡県 福岡市博多区

ゲオ　飯塚幸袋店 福岡県 飯塚市

ゲオ　福岡土井店 福岡県 福岡市東区

ゲオ　福岡姪浜駅前店 福岡県 福岡市西区

ゲオ　福津店 福岡県 福津市

ゲオ　北九州葛原店 福岡県 北九州市小倉南区

福岡金文堂　志摩店 福岡県 糸島市 

ゲオ　時津店 長崎県 西彼杵郡

ゲオ　大村店 長崎県 大村市

ゲオ　福江店 長崎県 五島市

ゲオ　宇佐店 大分県 宇佐市

ゲオ　国東店 大分県 国東市

ゲオ　大分戸次店 大分県 大分市

ゲオ　豊後大野店 大分県 豊後大野市

ゲオ　日向店 宮崎県 日向市

ゲオ　日南店 宮崎県 日南市

ゲオ　姶良店 鹿児島県 姶良市 

ゲオ　薩摩川内店 鹿児島県 薩摩川内市

ゲオ　ＡＢＬＯうるま店 沖縄県 うるま市

ゲオ　宮古店 沖縄県 宮古島市

ゲオ　名護びいまた店 沖縄県 名護市

とらのあな　通販 --- ---

メロンブックス　通販部 --- ---
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