
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

ゲーマーズ 札幌店 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

TSUTAYA 札幌琴似店 北海道 札幌市西区

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

アニメイト 仙台店 宮城県 仙台市青葉区

ゲーマーズ 仙台店 宮城県 仙台市青葉区

こまつ書店 東根店 山形県 東根市

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

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 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 新足利店 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 大宮店 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

ジュンク堂書店 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

芳林堂書店 エミオ狭山市店 埼玉県 狭山市

未来屋書店 羽生店 埼玉県 羽生市

芳林堂書店 みずほ台店 埼玉県 富士見市

TSUTAYA 市原五井店 千葉県 市原市

WonderGOO 千葉NT店 千葉県 印西市

精文館書店 木更津店 千葉県 木更津市

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 千葉店 千葉県 千葉市中央区

WonderGOO 富里店 千葉県 富里市

くまざわ書店 津田沼店 千葉県 習志野市

ゲーマーズ 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



書店名 都道府県 市区町村

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

ゲーマーズ 新宿店 東京都 渋谷区

アニメイト 新宿店 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

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 秋葉原A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

ゲーマーズ 池袋店 東京都 豊島区

とらのあな 池袋A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

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

ゲーマーズ 町田店 東京都 町田市

アニメイト 吉祥寺店 東京都 武蔵野市

アニメイト 藤沢店 神奈川県 藤沢市

アニメイト 横浜店 神奈川県 横浜市西区

ゲーマーズ 横浜店 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

アニメイト 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

メロンブックス 新潟店 新潟県 新潟市中央区

文苑堂書店 富山豊田店 富山県 富山市

明文堂書店 富山有沢橋店 富山県 富山市

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 あづみ野店 長野県 安曇野市

平安堂 座光寺店 長野県 飯田市

せいりん堂 長野県 諏訪市

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

マルサン書店 サントムーン店 静岡県 駿東郡



書店名 都道府県 市区町村

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

精文館書店 新田原店 愛知県 田原市

精文館書店 豊明店 愛知県 豊明市

精文館書店 新豊田店 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 本店コミック館 愛知県 豊橋市

精文館書店 東店 愛知県 豊橋市

ゲーマーズ 名古屋店 愛知県 名古屋市中央区

丸善ジュンク堂 ロフト名古屋店 愛知県 名古屋市中区

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

コメリ書房 鈴鹿店 三重県 鈴鹿市

宮脇書店 久居インター店 三重県 津市

ジュンク堂書店 滋賀草津店 滋賀県 草津市

ハイパーブックス 駒井沢店 滋賀県 草津市

ハイパーブックス 水口店 滋賀県 甲賀市

宮脇書店 亀岡店 京都府 亀岡市

アニメイト 京都店 京都府 京都市中京区

アニメイト 天王寺店 大阪府 大阪市阿倍野区

喜久屋書店 阿倍野店漫画館 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

ゲーマーズ 梅田店 大阪府 大阪市北区

とらのあな 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

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

紀伊國屋書店 堺北花田店 大阪府 堺市北区

パルネット 小野店 兵庫県 小野市

くまざわ書店 加古川店 兵庫県 加古川市

ゲーマーズ 三宮店 兵庫県 神戸市中央区

メロンブックス 神戸店 兵庫県 神戸市中央区

うかいや書店 荒井店 兵庫県 高砂市

ラックス 橿原店 奈良県 橿原市

今井書店 湖山メディア館 鳥取県 鳥取市



書店名 都道府県 市区町村

今井書店 錦町店 鳥取県 米子市

ブックヤード チャプター1店 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

今井書店 木次マルシェリーズ店 島根県 雲南市

今井書店 グループセンター店 島根県 松江市

アニメイト 岡山店 岡山県 岡山市北区

啓文社 ゆめタウン呉店 広島県 呉市

フタバ図書 MEGA中筋店 広島県 広島市安佐南区

メロンブックス 広島店 広島県 広島市中区

フタバ図書 アルパーク店 広島県 広島市西区

フタバ図書 アルティ福山本店 広島県 福山市

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 小松島店 徳島県 小松島市

南海ブックス 徳島県 徳島市

ブックシティ平惣 徳島県 徳島県 徳島市

ジュンク堂書店 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 松山市

ゲーマーズ 小倉店 福岡県 北九州市小倉北区

メロンブックス 小倉店 福岡県 北九州市小倉北区

アニメイト 福岡天神店 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

ゲーマーズ 博多店 福岡県 福岡市博多区

福岡金文堂 イオン唐津店 佐賀県 唐津市

紀伊國屋書店紀伊國屋書店 佐賀店 佐賀県 佐賀市

TSUTAYA 深堀店 長崎県 長崎市

明林堂書店 浮之城店 宮崎県 宮崎市


