
書店名 都道府県 市区町村

イオン 旭川永山店 北海道 旭川市

コーチャンフォー 旭川店 北海道 旭川市

宮脇書店 帯広店 北海道 帯広市

コーチャンフォー 北見店 北海道 北見市

アシーネ 麻生店 北海道 札幌市北区

メロンブックス 札幌店 北海道 札幌市中央区

イオン 札幌藻岩店 北海道 札幌市南区

イオン 伊達店 北海道 伊達市

イオン 登別店 北海道 登別市

アニメイト 札幌 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

伊吉書院 類家店 青森県 八戸市

アニメイト 盛岡 岩手県 盛岡市

アニメイト 仙台 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

未来屋書店 酒田南店 山形県 酒田市

ファミリーマートハラトク書店 米沢店 山形県 米沢市

アニメイト 郡山 福島県 郡山市

未来屋書店 西代店 茨城県 稲敷市

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 下館店 茨城県 筑西市

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

アニメイト 高崎 群馬県 高崎市

WonderGOO 入間店 埼玉県 入間市

未来屋書店 入間店 埼玉県 入間市

明文堂書店 TSUTAYA 川口末広店 埼玉県 川口市

アニメイト 川越 埼玉県 川越市

宮脇書店 行田持田店 埼玉県 行田市
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アニメイト 熊谷 埼玉県 熊谷市

WonderGOO 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

BookDepot書楽 埼玉県 さいたま市中央区

成文堂書店 南浦和店 埼玉県 さいたま市南区

高砂ブックス 埼玉県 草加市

yc vox ワカバウォーク店 埼玉県 鶴ヶ島市

ブックスタマ 所沢店 埼玉県 所沢市

リブロ 小手指店 埼玉県 所沢市

明文堂書店 TSUTAYA戸田 埼玉県 戸田市

未来屋書店 羽生店 埼玉県 羽生市

とらのあな 大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区

WonderGOO 旭店 千葉県 旭市

ブックマルシェ 我孫子店 千葉県 我孫子市

ときわ書房 本八幡店 千葉県 市川市

アニメイト アリオ柏 千葉県 柏市

アニメイト 柏 千葉県 柏市

未来屋書店 銚子店 千葉県 銚子市

アニメイト 津田沼 千葉県 習志野市

未来屋書店 成田店 千葉県 成田市

WonderGOO 茂原店 千葉県 茂原市

WonderGOO 八街店 千葉県 八街市

とらのあな 千葉店 千葉県 千葉市中央区

未来屋書店 葛西店 東京都 江戸川区

アニメイト 蒲田 東京都 大田区

木村屋書店 東京都 江東区

アニメイト 渋谷 東京都 渋谷区

アニメイト 新宿ハルク 東京都 新宿区

紀伊國屋書店 新宿本店 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 新宿店 東京都 新宿区

千歳書店 東京都 世田谷区

アニメイト 立川 東京都 立川市

真光書店 本店 東京都 調布市

AKIHABARAゲーマーズ本店 東京都 千代田区

アニメイト 秋葉原本館 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



書店名 都道府県 市区町村

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

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 豊島区

博文堂書店 田無店 東京都 西東京市

八重洲ブックセンター 石神井公園店 東京都 練馬区

アニメイト 八王子 東京都 八王子市

ブックスタマ 東大和店 東京都 東大和市

アニメイト 町田 東京都 町田市

アニメイト 吉祥寺パルコ 東京都 武蔵野市

オリオン書房 イオンモールむさし村山店 東京都 武蔵村山市

スーパーブックス住吉書房 中目黒ブックセンター 東京都 目黒区

未来屋書店 碑文谷店 東京都 目黒区

とらのあな 新宿店A 東京都 新宿区

とらのあな 秋葉原店A 東京都 千代田区

アニメイト 本厚木 神奈川県 厚木市

紀伊國屋書店 武蔵小杉店 神奈川県 川崎市中原区

中村書店 本店 神奈川県 相模原市中央区

アニメイト 藤沢 神奈川県 藤沢市

未来屋書店 大和店 神奈川県 大和市

アニメイト 横浜ビブレ 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

メロンブックス 新潟店 新潟県 新潟市中央区

知遊堂 亀貝店 新潟県 新潟市西区

BOOKSなかだ 本店コミックラボ 富山県 富山市

明文堂書店 富山有沢橋店 富山県 富山市

アニメイト 金沢 石川県 金沢市

明文堂 金沢野々市店 石川県 金沢野々市

じっぷじっぷ 文京店 福井県 福井市

宮脇書店 韮崎店 山梨県 韮崎市

平安堂 あづみ野店 長野県 安曇野市

未来屋書店 佐久平店 長野県 佐久市

平安堂 諏訪店 長野県 諏訪市

平安堂 川中島店 長野県 長野市

谷島屋 磐田店 静岡県 磐田市

戸田書店 リブレ菊川店 静岡県 菊川市

アニメイト 静岡パルコ 静岡県 静岡市葵区

柏屋書店 静岡県 静岡市葵区
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谷島屋 流通通り店 静岡県 静岡市葵区

吉見書店 竜南店 静岡県 静岡市葵区

アニメイト 沼津 静岡県 沼津市

谷島屋蔦屋書店 ららぽーと沼津店 静岡県 沼津市

アニメイト 浜松 静岡県 浜松市中区

明屋書店 イケヤ高丘店 静岡県 浜松市中区

本の王国 ザザシティ浜松店 静岡県 浜松市中区

明屋書店 渡瀬店 静岡県 浜松市南区

未来屋書店 袋井店 静岡県 袋井市

宮脇書店 磐田浅羽店 静岡県 袋井市

戸田書店 富士宮店 静岡県 富士宮市

谷島屋 富士宮店 静岡県 富士宮市

大垣書店 イオンモール富士宮店 静岡県 富士宮市

焼津谷島屋書店 登呂田店 静岡県 焼津市

マルサン書店 サントムーン店 静岡県 駿東郡

宮脇書店 尾西店 愛知県 一宮市

未来屋書店 木曽川店 愛知県 一宮市

宮脇書店 刈谷店 愛知県 刈谷市

未来屋書店 常滑店 愛知県 常滑市

アニメイト 豊橋 愛知県 豊橋市

ちくさ正文館書店 本店 愛知県 名古屋市千種区

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 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 有松店 愛知県 名古屋市緑区

未来屋書店 大高店 愛知県 名古屋市緑区

未来屋書店 新瑞橋店 愛知県 名古屋市南区

未来屋書店 名古屋東店 愛知県 名古屋市名東区

未来屋書店 三好店 愛知県 みよし市

ジュンク堂書店 名古屋栄店 愛知県 名古屋市中区

とらのあな 名古屋店 愛知県 名古屋市

アニメイト イオンモール桑名 三重県 桑名市

本の王国 コミック&キッズ館芸濃店 三重県 津市

宮脇書店 久居インター店 三重県 津市

別所書店 イオン津店 三重県 津市

コメリ書房 松阪店 三重県 松阪市

大垣書店 京都ファミリー店 京都府 京都市右京区

大垣書店 高野店 京都府 京都市左京区
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大垣書店 二条駅店 京都府 京都市中京区

アニメイト 京都 京都府 京都市中京区

大垣書店　ブックパル五条店 京都府 京都市西京区

大垣書店 イオンモールＫＹＯＴＯ店 京都府 京都市南区

大垣書店 京都ヨドバシ店 京都府 京都市下京区

ハイパーブックス 茨木店 大阪府 茨木市

アニメイト 天王寺 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 大阪府 大阪市北区

アニメイト 大阪日本橋 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

メロンブックス 大阪日本橋店 大阪府 大阪市浪速区

大垣書店 イオンモール堺鉄砲町店 大阪府 堺市堺区

大垣書店 高槻店 大阪府 高槻市

大垣書店 豊中緑丘店 大阪府 豊中市

田村書店 千里中央店 大阪府 豊中市

アニメイト 大阪日本橋 大阪府 大阪市浪速区

大垣書店 イオンモール京都五条店 大阪府 京都市右京区

とらのあな 梅田店 大阪府 大阪市北区

とらのあな なんば店A 大阪府 浪速区

アニメイト イオン明石 兵庫県 明石市

未来屋書店 明石店 兵庫県 明石市

未来屋書店 伊丹昆陽店 兵庫県 伊丹市

うかいや書店 石守店 兵庫県 加古川市

アニメイト 川西 兵庫県 川西市

アニメイト 三宮 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 神戸市中央区

喜久屋書店 東急プラザ新長田店 兵庫県 神戸市長田区

アニメイト 姫路 兵庫県 姫路市

アニメイト 姫路 兵庫県 姫路市

未来屋書店 山崎店 兵庫県 宍粟市

喜久屋書店 橿原店 奈良県 橿原市

宮脇書店 境港店 鳥取県 堺港市

鳥取ブックセンター 郡家店 鳥取県 八頭郡

今井書店 出雲店 島根県 出雲市

ブックセンターコスモ 出雲店 島根県 出雲市
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アニメイト 岡山 岡山県 岡山市北区

とらのあな 岡山店 岡山県 岡山市

アニメイト フジグラン東広島 広島県 東広島市

大垣書店 ジアウトレット広島店 広島県 広島市佐伯区

アニメイト 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 ALTIアルパーク北棟店 広島県 広島市西区

アニメイト 福山 広島県 福山市

カルチャーシティ平惣 阿南センター店 徳島県 阿南市

ブックスジュピター 徳島県 板野郡

カルチャーシティ平惣 羽ノ浦国道店 徳島県 小松島市

アニメイト 徳島 徳島県 徳島市

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

TSUTAYA 丸亀郡家店 香川県 丸亀市

明屋書店 今治本店 愛媛県 今治市

明屋書店 川之江店 愛媛県 四国中央市

明屋書店 川東店 愛媛県 新居浜市

アニメイト 松山 愛媛県 松山市

明屋書店 MEGA平田店 愛媛県 松山市

TSUTAYA 御座店 高知県 高知市

未来屋書店 高知店 高知県 高知市

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 イオンモール筑紫野 福岡県 筑紫野市

未来屋書店 直方店 福岡県 直方市

アニメイト 福岡パルコ 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

ジュンク堂書店 福岡店 福岡県 福岡市中央区

白石書店 本店 福岡県 北九州市八幡西区

アニメイト モラージュ佐賀 佐賀県 佐賀市

ブックスまるぶん 天草店 熊本県 天草市

金海堂 イオン都城店 宮崎県 都城市

アニメイト 宮崎 宮崎県 宮崎市

りーぶる金海堂 クロスモール店 宮崎県 宮崎市

ブックスミスミ オプシア店 鹿児島県 鹿児島市

ブックスミスミ 加治木店 鹿児島県 姶良市

未来屋書店 とよみ店 沖縄県 豊見城市
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ジュンク堂書店 那覇店 沖縄県 那覇市

未来屋書店 沖縄ライカム店 沖縄県 中頭郡

とらのあな 通販 --- ---

まんが王 --- ---


