
2GCノベルズ200弾突破記念フェア　参加店一覧

書店名 都道府県 市区町村

喜久屋書店 小樽店 北海道 小樽市

TSUTAYA 木野店 北海道 河東郡

紀伊國屋書店 札幌本店 北海道 札幌市中央区

とらのあな 札幌店 北海道 札幌市中央区

未来屋書店 桑園店 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

アカシヤ書房 北海道 千歳市

WonderGOO 苫小牧店 北海道 苫小牧市

函館 蔦屋書店 北海道 函館市

コーチャンフォー 旭川店 北海道 旭川市

コーチャンフォー 美しが丘店 北海道 札幌市清田区

コーチャンフォー ミュンヘン大橋店 北海道 札幌市豊平区

コーチャンフォー 新川通り店 北海道 札幌市北区

コーチャンフォー 北見店 北海道 北見市

ＴＳＵＴＡＹＡ 青森中央店 青森県 青森市

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

WonderGOO 奥州水沢店 岩手県 奥州市

ブックポートネギシ 猪川店 岩手県 大船渡市

ブックスアメリカン 北上店 岩手県 北上市

東山堂 都南店 岩手県 盛岡市

ＴＳＵＴＡＹＡ 大崎古川店 宮城県 大崎市

ＴＳＵＴＡＹＡ 白石店 宮城県 白石市

アニメイト 仙台店 宮城県 仙台市青葉区

喜久屋書店 漫画館 仙台店 宮城県 仙台市青葉区

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

ＴＳＵＴＡＹＡ 仙台南店 宮城県 名取市

ブックセンター湘南 矢本店 宮城県 東松島市

スーパーブックス 八橋店 秋田県 秋田市

ＴＳＵＴＡＹＡ 大仙店 秋田県 大仙市

こまつ書店 東根店 山形県 東根市

こまつ書店 桜田店 山形県 山形市

ファミリーマートハラトク書店 米沢店 山形県 米沢市

戸田書店 三川店 山形県 東田川郡

岩瀬書店 会津若松駅前店 福島県 会津若松市

WonderGOO いわき鹿島店 福島県 いわき市

アニメイト 郡山店 福島県 郡山市

ＴＳＵＴＡＹＡ 桑野店 福島県 郡山市

ＴＳＵＴＡＹＡ 白河店 福島県 白河市



書店名 都道府県 市区町村

ＴＳＵＴＡＹＡ 福島南店 福島県 福島市

おおうち書店 福島県 南相馬市

スクラム 鏡石店 福島県 岩瀬郡

WonderGOO ひたち野うしく店 茨城県 牛久市

WonderGOO 鹿島店 茨城県 神栖市

WonderGOO 古河店 茨城県 古河市

WonderGOO 境店 茨城県 猿島郡

WonderGOO 下館店 茨城県 筑西市

WonderGOO つくば店 茨城県 つくば市

WonderGOO 那珂店 茨城県 那珂市

WonderGOO 常陸大宮店 茨城県 常陸大宮市

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

メロンブックス 水戸店 茨城県 水戸市

WonderGOO 守谷店 茨城県 守谷市

TSUTAYA 鹿嶋南店 茨城県 神栖市

WonderGOO 足利店 栃木県 足利市

ビッグワン 宇都宮南店 栃木県 宇都宮市

ビッグワン 竹林店 栃木県 宇都宮市

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

進駸堂 イトーヨーカドー小山店 栃木県 小山市

ビッグワン 鹿沼店 栃木県 鹿沼市

ビッグワン さくら店 栃木県 さくら市

ビッグワン 佐野店 栃木県 佐野市

サンライズ 高根沢店 栃木県 塩谷郡

ハートブックス 400号西那須野店 栃木県 那須塩原市

WonderGOO 真岡店 栃木県 真岡市

ビッグワン 真岡店 栃木県 真岡市

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

WonderGOO 富岡店 群馬県 富岡市

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ＴＳＵＴＡＹＡ 入間店 埼玉県 入間市

宮脇書店 行田持田店 埼玉県 行田市

博文堂書店 千間台店 埼玉県 越谷市

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

ブック・デポ書楽 埼玉県 さいたま市中央区

高砂ブックス 埼玉県 草加市

ycvox ワカバウォーク店 埼玉県 鶴ヶ島市

WonderGOO 旭店 千葉県 旭市

TSUTAYA 市原五井店 千葉県 市原市



書店名 都道府県 市区町村

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

メロンブックス 柏店 千葉県 柏市

精文館 木更津店 千葉県 木更津市

WonderGOO 成東店 千葉県 山武市

アニメイト 千葉店 千葉県 千葉市中央区

とらのあな 千葉店 千葉県 千葉市中央区

メロンブックス 千葉店 千葉県 千葉市中央区

WonderGOO 東金店 千葉県 東金市

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

蔦屋書店 茂原店 千葉県 茂原市

WonderGOO 八街店 千葉県 八街市

コーチャンフォー 若葉台店 東京都 稲城市

メロンブックス 蒲田店 東京都 大田区

くまざわ書店 武蔵小金井北口店 東京都 小金井市

アニメイト 渋谷店 東京都 渋谷区

アニメイト 新宿店 東京都 新宿区

メロンブックス 新宿店 東京都 新宿区

アニメイト 立川店 東京都 立川市

オリオン書房 ノルテ店 東京都 立川市

メロンブックス 立川店 東京都 立川市

ＴＳＵＴＡＹＡ 調布駅南口店 東京都 調布市

真光書店 本店 東京都 調布市

アニメイト 秋葉原店 東京都 千代田区

ゲーマーズ 秋葉原本店 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 新宿A店 東京都 千代田区

とらのあな 秋葉原A店 東京都 千代田区

とらのあな 秋葉原C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 池袋本店 東京都 豊島区

旭屋書店 池袋店 東京都 豊島区

ジュンク堂書店 池袋本店 東京都 豊島区

とらのあな 池袋店 東京都 豊島区

メロンブックス 池袋店 東京都 豊島区

メロンブックス 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

とらのあな 町田店 東京都 町田市

ＴＳＵＴＡＹＡ 三鷹北口店 東京都 武蔵野市



書店名 都道府県 市区町村

ブックスルーエ 東京都 武蔵野市

中村書店 本店 神奈川県 相模原市中央区

アニメイト 藤沢店 神奈川県 藤沢市

アニメイト 横浜ビブレ店 神奈川県 横浜市西区

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 横浜市西区

知遊堂 上越国府店 新潟県 上越市

戸田書店 長岡店 新潟県 長岡市

ジュンク堂書店 新潟県 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

文苑堂書店 魚津サンプラザ店 富山県 魚津市

明文堂書店 富山新庄経堂店 富山県 富山市

ＴＳＵＴＡＹＡ 金沢店 石川県 金沢市

明文堂書店 金沢野々市店 石川県 野々市市

山田書店 芝原館 福井県 越前市

じっぷじっぷ 文京店 福井県 福井市

天真堂書店 塩山店 山梨県 甲州市

天真堂書店 甲府国母店 山梨県 甲府市

平安堂 上田しおだ野店 長野県 上田市

ＴＳＵＴＡＹＡ 箕輪店 長野県 上伊那郡

平安堂 佐久インターウェーブ店 長野県 佐久市

平安堂 更埴店 長野県 千曲市

ＴＳＵＴＡＹＡ 若里店 長野県 長野市

メロンブックス 長野店 長野県 長野市

宮脇書店 松本店 長野県 松本市

ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚大垣店 岐阜県 大垣市

喜久屋書店 大垣店 岐阜県 大垣市

精文館書店 御殿場店 静岡県 御殿場市

柏屋書店 静岡県 静岡市葵区

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

谷島屋書店 流通通り店 静岡県 静岡市葵区

マルサン書店 駅北店 静岡県 沼津市

マルサン書店 仲見世店 静岡県 沼津市

BOOKアマノ 三方原店 静岡県 浜松市北区

アニメイト 浜松店 静岡県 浜松市中区

BOOKアマノ 入野店 静岡県 浜松市西区

谷島屋 富士店 静岡県 富士市

マルサン書店 サントムーン店 静岡県 駿東郡

精文館書店 安城店 愛知県 安城市

精文館書店 尾張一宮店 愛知県 一宮市

ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚ウイングタウン岡崎店 愛知県 岡崎市



書店名 都道府県 市区町村

ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚岡崎インター店 愛知県 岡崎市

ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚春日井店 愛知県 春日井市

ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚瀬戸店 愛知県 瀬戸市

精文館書店 新津島店 愛知県 津島市

精文館書店 豊明店 愛知県 豊明市

本の王国 豊田吉原店 愛知県 豊田市

アニメイト 豊橋店 愛知県 豊橋市

精文館書店 コミック館 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 三ノ輪店 愛知県 豊橋市

ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚バロー戸田店 愛知県 名古屋市中川区

ゲーマーズ 名古屋店 愛知県 名古屋市中区

アニメイト 名古屋パルコ店 愛知県 名古屋市中村区

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

未来屋書店 名古屋みなと店 愛知県 名古屋市港区

草叢ＢＯＯＫＳ 新守山店 愛知県 名古屋市守山区

紀伊國屋書店 名古屋空港店 愛知県 西春日井郡

ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚ミタス伊勢店 三重県 伊勢市

ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚鈴鹿中央通店 三重県 鈴鹿市

コメリ書房 鈴鹿店 三重県 鈴鹿市

別所書店 イオン津店 三重県 津市

宮脇書店 久居インター店 三重県 津市

コメリ書房 松阪店 三重県 松阪市

ハイパーブックス 八日市店 滋賀県 東近江市

富士書房 大久保店 京都府 宇治市

ＴＳＵＴＡＹＡ 亀岡店 京都府 亀岡市

宮脇書店 京都亀岡店 京都府 亀岡市

アバンティブックセンター 洛北店 京都府 京都市左京区

大垣書店 京都ヨドバシ店 京都府 京都市下京区

平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡ 京都リサーチパーク店 京都府 京都市下京区

アニメイト 京都店 京都府 京都市中京区

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

平和書店TSUTAYA アル・プラザ城陽店 京都府 城陽市

ＴＳＵＴＡＹＡ 和泉２６号線店 大阪府 和泉市

未来屋書店 りんくう泉南店 大阪府 泉南市

虎谷誠々堂書店 ロサヴィア店 大阪府 茨木市

文教堂 コジマブックス茨木店 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

アニメイト 梅田店 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



書店名 都道府県 市区町村

とらのあな 梅田店 大阪府 大阪市北区

丸善＆ジュンク堂書店 梅田店 大阪府 大阪市北区

メロンブックス 梅田店 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

ゲーマーズ なんば店 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 なんばザウルス1店 大阪府 大阪市浪速区

とらのあな なんばA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 大阪市浪速区

書院バンブーハウス 大阪府 堺市東区

コミックランドヒバリヤ 大阪府 東大阪市

丸善 八尾アリオ店 大阪府 八尾市

ジュンク堂書店 明石店 兵庫県 明石市

未来屋書店 土山店 兵庫県 明石市

宝書店 尼崎店 兵庫県 尼崎市

ジュンク堂書店 三宮駅前店 兵庫県 神戸市中央区

とらのあな 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

ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店 兵庫県 西宮市

ＴＳＵＴＡＹＡ 姫路広峰店 兵庫県 姫路市

アニメイト 姫路店 兵庫県 姫路市

喜久屋書店 姫路店 兵庫県 姫路市

うかいや書店 福崎店 兵庫県 神崎郡

喜久屋書店 橿原店 奈良県 橿原市

宮脇書店 ロイネット和歌山店 和歌山県 和歌山市

今井書店 境港店 鳥取県 境港市

宮脇書店 境港店 鳥取県 境港市

ブックセンターコスモ 吉方店 鳥取県 鳥取市

ブックヤード チャプター1店 鳥取県 米子市

ブックヤード チャプター3店 鳥取県 米子市

本の学校 今井ブックセンター 鳥取県 米子市

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 岡山市北区

とらのあな 岡山店 岡山県 岡山市北区

喜久屋書店 倉敷店 岡山県 倉敷市

アニメイト 広島店 広島県 広島市中区

とらのあな 広島店 広島県 広島市中区

ジュンク堂書店 広島駅前店 広島県 広島市南区

フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店 広島県 広島市安芸郡

フタバ図書海田店 広島県 広島市安芸郡

フタバ図書ＭＥＧＡ(祇園中筋店) 広島県 広島市安佐南区



書店名 都道府県 市区町村

フタバ図書ΛＬＴＩ(ｱﾙﾃｨ)アルパーク北棟店 広島県 広島市西区

フタバ図書横川店 広島県 広島市西区

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 広島市中区

フタバ図書八本松店 広島県 東広島市

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GIGAフレスタモール岩国店 山口県 岩国市

明林堂書店 フジグラン宇部店 山口県 宇部市

明林堂書店 フジ西宇部店 山口県 宇部市

カルチャーシティ平惣 阿南センター店 徳島県 阿南市

カルチャーシティ平惣 小松島店 徳島県 小松島市

ブックシティ平惣 徳島店 徳島県 徳島市

宮脇書店 本店 香川県 高松市

宮脇書店 南本店 香川県 高松市

ＴＳＵＴＡＹＡ 丸亀郡家店 香川県 丸亀市

紀伊國屋書店 ゆめタウン丸亀店 香川県 丸亀市

明屋書店 川之江店 愛媛県 四国中央市

メロンブックス 松山店 愛媛県 松山市

ＴＳＵＴＡＹＡ 中万々店 高知県 高知市

ＴＳＵＴＡＹＡ コスタ行橋店 福岡県 行橋市

メロンブックス 小倉店 福岡県 北九州市小倉北区

アニメイト 福岡天神パルコ店 福岡県 福岡市中央区

紀伊國屋書店 天神イムズ店 福岡県 福岡市中央区

とらのあな 福岡店 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

紀伊國屋書店 福岡本店 福岡県 福岡市博多区

ＴＳＵＴＡＹＡ 和白店 福岡県 福岡市東区

明林堂書店 イオン甘木店 福岡県 朝倉市

明林堂書店 三ケ森店 福岡県 北九州市八幡西区

明林堂書店 久留米山川店 福岡県 久留米市

明林堂書店 イオン福岡東店 福岡県 糟屋郡志免町

福岡金文堂 イオン唐津店 佐賀県 唐津市

明林堂書店 南佐賀店 佐賀県 佐賀市

ＴＳＵＴＡＹＡ 広田店 長崎県 佐世保市

アニメイト 熊本店 熊本県 熊本市中央区

メロンブックス 熊本店 熊本県 熊本市中央区

蔦屋書店 嘉島店 熊本県 上益城郡

明屋書店 フリーモールわさだ店 大分県 大分市

明林堂書店 米良店 大分県 大分市

明林堂書店 佐伯店 大分県 佐伯市

明林堂書店 日出店 大分県 速見郡日出町

明林堂書店 都北店 宮崎県 都城市



書店名 都道府県 市区町村

明林堂書店 南宮崎店 宮崎県 宮崎市

ＴＳＵＴＡＹＡ 甲南通り店 鹿児島県 鹿児島市

球陽堂書房 マチナト店 沖縄県 浦添市

ＴＳＵＴＡＹＡ 首里店 沖縄県 那覇市

アニメイト 横浜通販部 ——— ———

ゲーマーズ 通販部 ——— ———

とらのあな 通販 ——— ———


