
書店名 都道府県 市区町村

岡書 西帯店 北海道 帯広市

ＢＭ室蘭弥生 北海道 室蘭市

メロンブックス 札幌店 北海道 札幌市

ゲーマーズ 札幌店 北海道 札幌市

スクラム古川店 宮城県 大崎市

未来屋書店 新利府南館店 宮城県 宮城郡

ゲーマーズ 仙台店 宮城県 仙台市

メロンブックス 仙台店 宮城県 仙台市

喜久屋書店 仙台店 宮城県 仙台市

未来屋書店 仙台中山店 宮城県 仙台市

未来屋書店 酒田北店 山形県 酒田市

ＢＭいわき平 福島県 いわき市

BAイオン小名浜 福島県 いわき市

BA植田店 福島県 いわき市

BA小名浜店 福島県 いわき市

BA上荒川店 福島県 いわき市

WonderGOO ひたち野うしく店 茨城県 牛久市

WonderGOO 古河店 茨城県 古河市

BA総和店 茨城県 古河市

WonderGOO 鹿島店 茨城県 神栖市

WonderGOO 下館店 茨城県 筑西市

WonderGOO つくば店 茨城県 つくば市

LALAガーデンつくば 茨城県 つくば市

BA見和店 茨城県 水戸市

BA茨大前店 茨城県 水戸市

BA酒門店 茨城県 水戸市

川又書店エクセル店 茨城県 水戸市

BA東石川店 茨城県 ひたちなか市

BA下妻店 茨城県 下妻市

BA下館店 茨城県 下館市

BA結城店 茨城県 結城市

BA東海店 茨城県 那珂郡

BA新取手店 茨城県 取手市

BAピアシティ石岡 茨城県 石岡市

BA日立鮎川店 茨城県 日立市
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書店名 都道府県 市区町村

BA坂東店 茨城県 坂東市

WonderGOO 足利店 栃木県 足利市

アニメイト　高崎店 群馬県 高崎市

WonderGOO 富岡店 群馬県 富岡市

宮脇書店　行田持田店 埼玉県 行田市

未来屋書店 川口店 埼玉県 川口市

アニメイト　大宮コミック館 埼玉県 さいたま市

駿河屋大宮店 埼玉県 さいたま市

メロンブックス 大宮店 埼玉県 さいたま市

ゲーマーズ 大宮店 埼玉県 さいたま市

駅前の本屋　まこと・こころ 埼玉県 草加市

BA春日部16号線店 埼玉県 春日部市

BA杉戸店 埼玉県 北葛飾郡

博文堂書店 君津店 千葉県 君津市

紀伊國屋書店 セブンパークアリオ柏店 千葉県 柏市

ときわ書房 本店 千葉県 船橋市

アニメイト　柏店 千葉県 柏市

アニメイト　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

三省堂書店 カルチャーステーション千葉店 千葉県 千葉市中央区

WonderGOO 八街店 千葉県 八街市

WonderGOO 茂原店 千葉県 茂原市

WonderGOO 千葉ニュータウン牧の原店 千葉県 印西市

BA成田赤坂店 千葉県 成田市

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　立川店 東京都 立川市

アニメイト　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

TSUTAYA BOOKSTORE EQUiA 池袋店 東京都 豊島区

書泉ブックタワー 7F 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　秋葉原本館 東京都 千代田区

AKIHABARA ゲーマーズ本店 東京都 千代田区

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

ＮＥＴ２１千歳船橋店 東京都 世田谷区

未来屋書店 秦野店 神奈川県 秦野市



書店名 都道府県 市区町村

スーパーブックス　住吉書房　元住吉店 神奈川県 川崎市

有隣堂　アトレ川崎店 神奈川県 川崎市

文教堂書店　溝ノ口本店 神奈川県 川崎市

有隣堂 厚木店 神奈川県 厚木市

有隣堂　コミック王国横浜駅西口店 神奈川県 横浜市

ゲーマーズ 横浜店 神奈川県 横浜市

メロンブックス 横浜店 神奈川県 横浜市

紀伊國屋書店 横浜ららぽーと 神奈川県 都筑区

明文堂書店 高岡射水店 富山県 射水市

宮脇書店 春江店 福井県 坂井市

ジュンク堂書店 岡島甲府店 山梨県 甲府市

平安堂 佐久インターウェーブ店 長野県 佐久市

丸善ジュンク 新静岡店 静岡県 静岡市

柏屋書店 静岡県 静岡市

駿河屋静岡本店 静岡県 静岡市

駿河屋藤枝店 静岡県 藤枝市

未来屋書店 大高店 愛知県 名古屋市

駿河屋大須店 愛知県 名古屋市

メロンブックス 名古屋店 愛知県 名古屋市

ゲーマーズ 名古屋店 愛知県 名古屋市

ジュンク堂書店 滋賀草津店 滋賀県 草津市

大垣書店 イオンモールＫＹＯＴＯ店 京都府 京都市

大垣書店 京都ヨドバシ店 京都府 京都市

TSUTAYA あべの橋店 大阪府 大阪市

アニメイト　天王寺店 大阪府 大阪市

MARUZEN & ジュンク堂書店 梅田店 大阪府 大阪市

メロンブックス 大阪日本橋店 大阪府 大阪市

ゲーマーズ なんば店 大阪府 大阪市

大垣書店 高槻店 大阪府 高槻市

未来屋書店 加西北条店 兵庫県 加西市

アニメイト　三宮店 兵庫県 神戸市

ジュンク堂 三宮店 兵庫県 神戸市

メロンブックス 神戸店 兵庫県 神戸市

ゲーマーズ 神戸三宮店 兵庫県 神戸市

アニメイト　岡山店 岡山県 岡山市

啓文社　岡山本店 岡山県 岡山市

アニメイト　広島店 広島県 広島市

メロンブックス 広島店 広島県 広島市



書店名 都道府県 市区町村

ブックシティ平惣　徳島店 徳島県 徳島市

カルチャーシティ平惣　田宮店 徳島県 徳島市

宮脇書店 南本店 香川県 高松市

明屋書店 川東店 愛媛県 新居浜市

メロンブックス 福岡店 福岡県 福岡市

ゲーマーズ 博多店 福岡県 福岡市

ゲーマーズ 小倉店 福岡県 北九州市

駿河屋EC - -

メロンブックス 通販部 - -

とらのあな 通販 - -


