
書店名 都道府県 市区町村

紀伊國屋書店 札幌本店 北海道 札幌市中央区

とらのあな 札幌 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

TSUTAYA 苫小牧バイパス店 北海道 苫小牧市

TSUTAYA 十和田店 青森県 十和田市

TSUTAYA 八戸ニュータウン店 青森県 八戸市

TSUTAYA 一関中央店 岩手県 一関市

TSUTAYA 愛子店 宮城県 仙台市青葉区

アニメイト仙台店 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

TSUTAYA 由利本荘店 秋田県 由利本荘市

アニメイト郡山店 福島県 郡山市

みどり書房 桑野店 福島県 郡山市

WonderGOO つくば店 茨城県 つくば市

WonderGOO ひたちなか店 茨城県 ひたちなか市

WonderGOO 水戸笠原店 茨城県 水戸市

WonderGOO 守谷店 茨城県 守谷市

WonderGOO 足利店 栃木県 足利市

メロンブックス 宇都宮店 栃木県 宇都宮市

WonderGOO 大田原店 栃木県 大田原市

TSUTAYA 小山ロブレ店 栃木県 小山市

TSUTAYA 箱田店 群馬県 前橋市

TSUTAYA 大泉店 群馬県 邑楽郡

博文堂書店 千間台店 埼玉県 越谷市

ブック・デポ書楽 埼玉県 さいたま市中央区

とらのあな 大宮 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

WonderGOO 千葉NT店 千葉県 印西市

TSUTAYA 柏駅前店 千葉県 柏市

アニメイト柏店 千葉県 柏市

博文堂書店 君津店 千葉県 君津市

アニメイト千葉店 千葉県 千葉市中央区

とらのあな 千葉 千葉県 千葉市中央区

WonderGOO 富里店 千葉県 富里市

アニメイト津田沼店 千葉県 習志野市

WonderGOO 茂原店 千葉県 茂原市

WonderGOO 八街店 千葉県 八街市

アニメイト蒲田店 東京都 大田区

アニメイト渋谷店 東京都 渋谷区

アニメイト新宿ハルク店 東京都 新宿区
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書店名 都道府県 市区町村

とらのあな 新宿A 東京都 新宿区

芳林堂書店 高田馬場店 東京都 新宿区

アニメイト立川店 東京都 立川市

啓文堂書店 多摩センター店 東京都 多摩市

AKIHABARAゲーマーズ本店 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

とらのあな 秋葉原A 東京都 千代田区

とらのあな 秋葉原C 東京都 千代田区

メロンブックス 池袋店 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

アニメイト池袋店 東京都 豊島区

とらのあな 池袋 東京都 豊島区

Bookプラス 東中野店 東京都 中野区

アニメイト八王子店 東京都 八王子市

アニメイト町田店 東京都 町田市

紀伊國屋書店 イトーヨーカドー川崎店 神奈川県 川崎市川崎区

くまざわ書店 相模大野店 神奈川県 相模原市南区

TSUTAYA 鶴ヶ峰駅前店 神奈川県 横浜市旭区

有隣堂 伊勢佐木町本店 神奈川県 横浜市中区

アニメイト横浜ビブレ店 神奈川県 横浜市西区

メロンブックス 横浜店 神奈川県 横浜市西区

戸田書店 長岡店 新潟県 長岡市

メロンブックス 新潟店 新潟県 新潟市中央区

平安堂 あづみ野店 長野県 安曇野市

平安堂 上田しおだ野店 長野県 上田市

平安堂 諏訪店 長野県 諏訪市

平安堂 更埴店 長野県 千曲市

マルサン書店 駅北店 静岡県 沼津市

アニメイト浜松店 静岡県 浜松市中区

アニメイト豊橋店 愛知県 豊橋市

アニメイト名古屋店 愛知県 名古屋市中村区

とらのあな 名古屋 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

WAY書店 TSUTAYA 久居店 三重県 津市

アニメイト京都店 京都府 京都市中京区

田村書店 南茨木店 大阪府 茨木市

アニメイト天王寺店 大阪府 大阪市阿倍野区

MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店 大阪府 大阪市北区

アニメイト梅田店 大阪府 大阪市北区

とらのあな 梅田 大阪府 大阪市北区

アニメイト日本橋店 大阪府 大阪市浪速区



書店名 都道府県 市区町村

ジュンク堂書店 難波店 大阪府 大阪市浪速区

ソフマップ なんばザウルス１店 大阪府 大阪市浪速区

とらのあな なんばA 大阪府 大阪市浪速区

田村書店 千里中央店 大阪府 豊中市

メロンブックス 大阪日本橋店 大阪府 大阪市浪速区

WAY書店　TSUTAYA 西明石店 兵庫県 明石市

メロンブックス 神戸店 兵庫県 神戸市中央区

ラックス 橿原店 奈良県 橿原市

WAY書店　TSUTAYA 天理店 奈良県 天理市

WAY書店 TSUTAYA 岩出店 和歌山県 岩出市

WAY書店 TSUTAYA 橋本店 和歌山県 橋本市

TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店 和歌山県 和歌山市

WAY書店 TSUTAYA オークワ本社店 和歌山県 和歌山市

宮脇書店 境港店 鳥取県 境港市

ブックヤード チャプター3店 鳥取県 米子市

アニメイト岡山店 岡山県 岡山市北区

とらのあな 岡山 岡山県 岡山市北区

フタバ図書 広大前店 広島県 東広島市

フタバ図書 八本松店 広島県 東広島市

フタバ図書 ALTIアルパーク北棟店 広島県 広島市西区

啓文社 コア福山西店 広島県 福山市

フタバ図書 ΛＬＴＩ(ｱﾙﾃｨ)福山本店 広島県 福山市

フタバ図書 海田店 広島県 安芸郡

フタバ図書 ＧＩＧＡ広島駅前店 広島県 広島市南区

フタバ図書 ＭＥＧＡ祇園中筋店 広島県 広島市安佐南区

アニメイト広島店 広島県 広島市中区

とらのあな 広島 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

フタバ図書 GIGAフレスタモール岩国店 山口県 岩国市

ブックシティ平惣 徳島県 徳島県 徳島市

たけふじ文泉堂 福岡県 久留米市

紀伊國屋書店 福岡本店 福岡県 福岡市博多区

丸善 博多店 福岡県 福岡市博多区

アニメイト福岡天神パルコ店 福岡県 福岡市中央区

メロンブックス 福岡店 福岡県 福岡市中央区

メロンブックス 小倉店 福岡県 北九州市小倉北区

未来屋書店 鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市

とらのあな 通販部 --- ---

メロンブックス 通販部 --- ---


