都道府県 書店名
岡本書店 恵庭店
北海道 喜久屋書店 帯広店
紀伊國屋書店 札幌本店
ＮＥＴ２１伊吉書院西店
青森県
ＮＥＴ２１伊吉書院類家店
ジュンク堂書店 盛岡店
岩手県
ブックスアメリカン 北上店
ブックスなにわ 多賀城店
ヤマト屋書店 あけぼの店
ヤマト屋書店 中里店
宮城県
喜久屋書店 仙台店
八文字屋書店 セルバ店
未来屋書店 名取店
未来屋書店 ミライア 本荘店
秋田県
加賀谷書店 茨島店
戸田書店 三川店
山形県
未来屋書店 酒田南店
ヤマニ書房 ラトブ店
福島県 岩瀬書店 鎌田店
宮脇書店 ヨークタウン野田店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ イーアスつくば店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 下館店
茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 鹿島店
くまざわ書店 取手店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 新足利店
うさぎや ＴＵＴＡＹＡ自治医大店
栃木県 くまざわ書店 宇都宮店
ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ さくら店
喜久屋書店 宇都宮店
くまざわ書店 伊勢崎店
くまざわ書店 イーサイト高崎店
ブックマンズアカデミー 前橋店
群馬県
ブックマンズアカデミー 太田店
紀伊國屋書店 前橋店
戸田書店 藤岡店
ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽
くまざわ書店 鷲宮店
ジュンク堂書店 大宮高島屋店
ブックファースト ルミネ川越店
ブックマルシェ 上尾店
ほんのいえ 宮脇書店 越谷店
リブロ ららぽーと富士見店
埼玉県 リブロ 鴻巣店
宮脇書店 朝霞店
三省堂書店 大宮店
須原屋 コルソ店
蔦屋書店 川島インター店
東京旭屋書店 イオンモール浦和美園店
東京旭屋書店 新越谷店
博文堂書店 千間台店
ＫａＢｏＳ ららぽーと柏の葉店
アニメイト 柏店
ときわ書房 イトーヨーカドー船橋店
ときわ書房 八千代台店
千葉県
喜久屋書店 千葉ニュータウン店
多田屋 サンピア店

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県
山梨県
長野県
岐阜県

福家書店 市川店
未来屋書店 成田店
ＭＡＲＵＺＥＮ 多摩センター店
オリオン書房 ルミネ立川店
くまざわ書店コミックランドビーワン錦糸町
くまざわ書店八王子店コミックランドビーワン
コミコミスタジオ町田
ジュンク堂書店 吉祥寺店
ジュンク堂書店 池袋本店
フタバ図書 ＴＥＲＡ南砂町店
ブックセンターよむよむザ・モールみずほ店
ブックファースト ルミネ北千住店
ブックファースト 新宿店
丸善 丸の内本店
三省堂書店 池袋本店
書泉ブックタワー
博文堂書店 田無店
文教堂 二子玉川店
有隣堂 錦糸町テルミナ店
くまざわ書店 大和鶴間店
サクラ書店 ラスカ平塚店
ブックファースト モザイクモール港北店
ブックポート 大和店
紀伊國屋書店 イオンモール座間店
紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店
三省堂書店 海老名店
中村書店 本店
天一書房 日吉店
八重洲ブックセンター 京急上大岡店
文教堂 溝ノ口本店
有隣堂 横浜駅西口店
有隣堂 厚木店
有隣堂 藤沢店
ジュンク堂書店 新潟店
紀伊國屋書店 新潟店
戸田書店 長岡店
知遊堂 亀貝店
知遊堂 三条店
知遊堂 上越国府店
ＢＯＯＫＳなかだ ファボーレ店
喜久屋書店 高岡店
文苑堂書店 小杉店
文苑堂書店 清水町店
文苑堂書店 福田本店
明文堂書店 富山新庄経堂店
ＫａＢｏＳ 大桑店
文苑堂書店 示野本店
未来屋書店 金沢フォーラス店
ＢＯＯＫＳ ＫＡＴＯＨ 富士吉田店
くまざわ書店 双葉店
卓示書店 河口湖ベル店
文教堂 ＪＯＹ松本店
平安堂 上田しおだ野店
カルコス 各務原店
カルコス 穂積店
喜久屋書店 大垣店
ＢＯＯＫＳえみたす 焼津店
ＴＳＵＴＡＹＡ 佐鳴台店
ＴＳＵＴＡＹＡ 藤枝店

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

アニメイト イオンモール富士宮店
アマノ 有玉店
マルサン書店 サントムーン店
戸田書店 御殿場店
戸田書店 沼津店
戸田書店 静岡本店
戸田書店 富士宮店
焼津谷島屋 アピタ島田店
谷島屋 イオンモール浜松志都呂店
谷島屋 ららぽーと磐田店
谷島屋 浜松本店
谷島屋 富士宮店
谷島屋 流通通り店
藤枝江崎書店 Ｂｉｖｉ店
ＢＯＯＫＳえみたす 長久手店
ＴＳＵＴＡＹＡ バロー戸田店
カルコス 小牧店
くまざわ書店 刈谷店
ザ・リブレット 徳重店
ジュンク堂書店 ロフト名古屋店
ボナンザ書房 津島本店
星野書店 近鉄パッセ店
精文館書店 本店コミック館
未来屋書店 新瑞橋店
丸善 四日市店
宮脇書店 久居インター店
宮脇書店 四日市本店
宮脇書店 明和店
別所書店 津駅店
未来屋書店 四日市北店
ブックハウスひらがき Ａスクエア店
喜久屋書店 草津店
大垣書店 フォレオ大津一里山店
本のがんこ堂 守山店
大垣書店 イオンモールＫＹＯＴＯ店
大垣書店 イオンモール京都桂川店
大垣書店 京都ファミリー店
大垣書店 京都ヨドバシ店
富士書房 大久保店
アニメガ京都店
未来屋書店 高の原店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅田店
アニメイト 大阪日本橋店
コジマＢＯＯＫＳ 文教堂 茨木店
ジュンク堂書店 大阪本店
ジュンク堂書店 天満橋店
ジュンク堂書店 難波店
ブックファースト コミックランド梅田店
丸善 八尾アリオ店
喜久屋書店 漫画館阿倍野店
紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
紀伊國屋書店 堺北花田店
紀伊國屋書店 泉北店
大垣書店 高槻店
天牛堺書店 堺東高島屋店
田村書店 千里中央店
ブックストア談 文教堂 住道店
ＮＥＴ２１宝塚サンクスソリオ店
ＴＳＵＴＡＹＡ 姫路広峰店

兵庫県

奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県

岡山県

広島県

山口県
徳島県

香川県
愛媛県
高知県

福岡県

アニメイト 三宮店
うかいや書店 太子南店
うかいや書店 福崎店
くまざわ書店 加古川店
ジュンク堂書店 三宮駅前店
ジュンク堂書店 西宮店
ジュンク堂書店 姫路店
ジュンク堂書店 明石店
喜久屋書店 東急プラザ新長田店
喜久屋書店 北神戸店
紀伊國屋書店 加古川店
紀伊國屋書店 川西店
宮脇書店 洲本店
未来屋書店 姫路大津店
キャップ書店 王寺店
喜久屋書店 橿原店
啓林堂書店 学園前店
宮脇書店 ロイネット和歌山店
本と文具ツモリ 西部店
ブックセンターコスモ 吉方店
今井書店 吉成コミック店
今井書店 湖山メディア館
ブックセンターコスモ 出雲店
今井書店 出雲店
今井書店グループセンター店
ＮＥＴ２１セルバ岡山店
喜久屋書店 倉敷店
紀伊國屋書店 クレド岡山店
宮脇書店 笹沖店
宮脇書店 新平島店
宮脇書店 総社店
啓文社 岡山本店
津山ブックセンター イオン店
ＴＳＵＴＡＹＡ 新涯店
コミコミスタジオ広島
フタバ図書 ＧＩＧＡ広島駅前店
フタバ図書 ＧＩＧＡ本通店
フタバ図書 ＧＩＧＡ祗園店
フタバ図書 ＴＥＲＡ広島府中店
フタバ図書 アルティアルパーク北棟店
紀伊國屋書店 広島店
啓文社 コア春日店
啓文社 ポートプラザ店
くまざわ書店 下関店
ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣 徳島店
カルチャーシティ平惣 小松島バイパス店
南海ブックス
宮脇書店 観音寺店
宮脇書店 総本店
宮脇書店 南本店
宮脇書店 本店
明屋書店 空港通店
宮脇書店 イオンモール高知店
アニメイト 福岡天神店
くまざわ書店 若松店
ジュンク堂書店 福岡店
フタバ図書 ＴＥＲＡイオンモール福岡店
丸善 博多店
喜久屋書店 小倉店

長崎県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

喜久屋書店 小倉南店
紀伊國屋書店 久留米店
紀伊國屋書店 福岡本店
明林堂書店 エーブック飯塚店
ＴＳＵＴＡＹＡ 遊ＩＮＧ浜町店
ブックマート諫早
メトロ書店 本店
紀伊國屋書店 熊本光の森店
明林堂書店 南宮崎店
ＭＡＲＵＺＥＮ 天文館店
ジュンク堂書店 鹿児島店
ブックセンターリリーズ 姶良店
明屋書店 川内店
ジュンク堂書店 那覇店

