
都道府県 書店名
北海道 アイブック　イトーヨーカドー屯田店
北海道 くまざわ書店　アリオ札幌店
北海道 コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店
北海道 喜久屋書店　帯広店
北海道 宮脇書店　帯広店
北海道 蔦屋書店　木野店
北海道 未来屋書店　旭川西店
北海道 アニメイト　札幌店
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　室蘭店
北海道 未来屋書店　名寄店
北海道 宮脇書店　札幌元町店
北海道 宮脇書店　旭川豊岡店
青森県 金入　下田店
青森県 未来屋書店　新七戸店
青森県 未来屋書店　十和田店
青森県 宮脇書店　青森店
岩手県 ＢＯＯＫＳこなり
岩手県 宮脇書店　久慈店
宮城県 ブックスなにわ　多賀城店
宮城県 ヤマト屋書店　あけぼの店
宮城県 喜久屋書店　仙台店
宮城県 未来屋書店　石巻店
宮城県 未来屋書店　名取店
秋田県 加賀谷書店　茨島店
秋田県 未来屋書店　秋田店
秋田県 ミライア　本荘店
秋田県 未来屋書店　大曲店
秋田県 未来屋書店　中仙店
山形県 未来屋書店　三川店
山形県 松田書店　コム店
山形県 こまつ書店　堀川町店
福島県 くまざわ書店　福島店
福島県 ヤマニ書房　イオンいわき店
福島県 ヤマニ書房　ラトブ店
福島県 岩瀬書店　鎌田店
福島県 岩瀬書店　富久山店プラスゲオ
福島県 ブックスなにわ　会津若松本店
福島県 スクラム　鏡石店
茨城県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店
茨城県 宮脇書店　イトーヨーカドー古河店
栃木県 くまざわ書店　宇都宮インターパーク店
栃木県 落合書店　宝木店
群馬県 くまざわ書店　伊勢崎店
群馬県 ブックマンズアカデミー　太田店
群馬県 アニメイト　高崎店
群馬県 未来屋書店　高崎オーパ店
群馬県 未来屋書店　高崎店
埼玉県 くまざわ書店　ララガーデン川口店
埼玉県 くまざわ書店　鷲宮店
埼玉県 高砂ブックス　草加駅前店
埼玉県 東京旭屋書店　イオンモール浦和美園店
埼玉県 博文堂書店　千間台店
埼玉県 未来屋書店　入間店
埼玉県 アニメイト　大宮コミック館
埼玉県 ＫａＢｏＳ　ららぽーと新三郷店
埼玉県 未来屋書店　大井店
埼玉県 みやかわ書店　中宗岡店
埼玉県 書泉芳林堂書店　みずほ台店



千葉県 ＫａＢｏＳ　ららぽーと柏の葉店
千葉県 アニメイト　柏店
千葉県 くまざわ書店　ららぽーと店
千葉県 紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店
千葉県 福家書店　市川店
千葉県 未来屋書店　成田店
千葉県 未来屋書店　幕張新都心店
千葉県 ブックエース　成田赤坂店
千葉県 ゲオ　富里店
千葉県 宮脇書店　イオン稲毛店
東京都 アニメイト　渋谷店
東京都 アニメイト　新宿店
東京都 啓文堂書店　府中本店
東京都 東京旭屋書店　池袋店
東京都 八重洲ブックセンター　アリオ葛西店
東京都 アニメイト　秋葉原店
東京都 アニメイト　池袋本店
東京都 アニメイト　蒲田店
東京都 未来屋書店　多摩平の森店
東京都 くまざわ書店　武蔵小金井北口店
神奈川県 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店
神奈川県 あおい書店　上大岡店
神奈川県 くまざわ書店　大和鶴間店
神奈川県 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店
神奈川県 未来屋書店　大和鶴間店
神奈川県 有隣堂　横浜駅西口店
神奈川県 アニメイト　横浜店
神奈川県 未来屋書店　海老名店
神奈川県 アニメイト　本厚木店
神奈川県 八重洲ブックセンター　京急上大岡店
新潟県 くまざわ書店　長岡店
新潟県 戸田書店　上越店
新潟県 宮脇書店　イオン長岡店
富山県 文苑堂書店　福田本店
富山県 明文堂書店　富山新庄経堂店
富山県 文苑堂書店　新湊店
石川県 ＫａＢｏＳ　大桑店
石川県 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店
石川県 未来屋書店　金沢フォーラス店
石川県 うつのみや　上林店
石川県 金沢ビーンズ明文堂
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　新二の宮店
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　敦賀店
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　大和田店
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　武生店
福井県 ＫａＢｏＳ　ベル店
福井県 宮脇書店　春江店
福井県 宮脇書店　小浜店
山梨県 未来屋書店　甲府昭和店
山梨県 未来屋書店　ココリ店
長野県 アニメイト　長野店
長野県 平安堂　座光寺店
長野県 未来屋書店　松本店
長野県 ニシザワ　いなっせ店
岐阜県 アニメイト　岐阜店
静岡県 マルサン書店　サントムーン店
静岡県 戸田書店　静岡本店
静岡県 戸田書店　富士宮店
静岡県 江崎書店　袋井店



静岡県 谷島屋　イオンモール浜松志都呂店
静岡県 谷島屋　マークイズ静岡店
静岡県 谷島屋　ららぽーと磐田店
静岡県 藤枝江崎書店　Ｂｉｖｉ店
静岡県 未来屋書店　袋井店
静岡県 未来屋書店　富士南店
静岡県 アニメイト　静岡店
静岡県 谷島屋　本沢合店
静岡県 マルサン書店　駅北店
静岡県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ静岡店
静岡県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ榛原店
愛知県 アニメイト　名古屋店
愛知県 ザ・リブレット　イオンタウン千種店
愛知県 ザ・リブレット　徳重店
愛知県 ボナンザ書房　津島本店
愛知県 紀伊國屋書店　名古屋空港店
愛知県 未来屋書店　三好店
愛知県 未来屋書店　春日井店
愛知県 未来屋書店　熱田店
愛知県 未来屋書店　守山店
愛知県 未来屋書店　名西店
愛知県 未来屋書店　小牧店
愛知県 ブックセンター名豊　刈谷店
愛知県 ちくさ正文館書店　ターミナル店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店
愛知県 夢屋書店　ピアゴ新城店
愛知県 本の王国　豊田吉原店
三重県 コメリ書房　鈴鹿店
三重県 宮脇書店　久居インター店
三重県 別所書店　津駅店
三重県 未来屋書店　四日市尾平店
三重県 未来屋書店　四日市北店
三重県 未来屋書店　鈴鹿店
三重県 未来屋書店　東員店
滋賀県 喜久屋書店　草津店
滋賀県 サンミュージック　ハイパーブックス長浜
滋賀県 サンミュージック　ＨＢかがやき通り店
京都府 大垣書店　イオンモール京都桂川店
京都府 大垣書店　京都ヨドバシ店
京都府 未来屋書店　久御山店
京都府 宮脇書店　亀岡店
京都府 宮脇書店　木津川店
大阪府 アニメイト　布施店
大阪府 コジマＢＯＯＫＳ　文教堂　茨木店
大阪府 ジュンク堂書店　大阪本店
大阪府 未来屋書店　平野駅前店
大阪府 アニメイト　大阪日本橋店
大阪府 アニメイト　天王寺店
大阪府 未来屋書店　りんくう泉南店
大阪府 未来屋書店　箕面店
大阪府 アシーネ　古川橋駅前店
大阪府 未来屋書店　茨木店
大阪府 宮脇書店　コムボックス光明池店
大阪府 宮脇書店　泉佐野店
大阪府 田村書店　富田店
大阪府 田村書店　西九条店
兵庫県 ＮＥＴ２１宝塚サンクスソリオ店
兵庫県 くまざわ書店　加古川店
兵庫県 ジュンク堂書店　三宮駅前店



兵庫県 ジュンク堂書店　西宮店
兵庫県 ジュンク堂書店　姫路店
兵庫県 喜久屋書店　神戸北町店
兵庫県 宮脇書店　洲本店
兵庫県 大垣書店　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店
兵庫県 未来屋書店　社店
兵庫県 宮脇書店　加古川店
兵庫県 未来屋書店　姫路大津店
兵庫県 未来屋書店　三木店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　三木店
兵庫県 西村書店　土山店
兵庫県 宮脇書店　広田店
兵庫県 田村書店　神戸伊川谷店
奈良県 キャップ書店　王寺店
奈良県 旭屋書店　イオンモール奈良登美ケ丘店
奈良県 喜久屋書店　大和郡山店
奈良県 啓林堂書店　学園前店
鳥取県 未来屋書店　日吉津店
鳥取県 今井書店　境港店
島根県 ブックセンターコスモ　出雲店
島根県 ブックセンタージャスト　高津店
島根県 今井書店　出雲店
島根県 未来屋書店　松江店
岡山県 喜久屋書店　倉敷店
岡山県 宮脇書店　総社店
岡山県 啓文社　岡山本店
岡山県 宮脇書店　岡山本店
岡山県 宮脇書店　笹沖店
岡山県 ＮＥＴ２１セルバ岡山店
岡山県 紀伊國屋書店　エブリイ津高店
岡山県 宮脇書店　備前店
岡山県 宮脇書店　鴨方店
広島県 フタバ図書　ＡＬＴｉ福山本店
広島県 フタバ図書　ＴＥＲＡ広島府中店
広島県 アニメイト　広島店
広島県 啓文社　コア春日店
山口県 くまざわ書店　下関店
山口県 宮脇書店　徳山店
山口県 宮脇書店　宇部店
山口県 ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店ゆめタウン徳山店
徳島県 アニメイト　徳島店
香川県 宮脇書店　南本店
香川県 宮脇書店　本店
香川県 宮脇書店　観音寺店
香川県 宮脇書店　綾南店
香川県 未来屋書店　綾川店
香川県 宮脇書店　イオンタウン宇多津店
香川県 宮脇書店　フレスポ高松店
香川県 宮脇書店　新太田店
香川県 宮脇書店　イオン高松店
香川県 宮脇書店　イオン高松東店
香川県 宮脇書店　新屋島店
香川県 宮脇書店　寒川店
愛媛県 アニメイト　松山店
愛媛県 明屋書店　空港通店
愛媛県 宮脇書店　新松山店
愛媛県 宮脇書店　マルナカ新居浜店
高知県 宮脇書店　イオン高知店
福岡県 アニメイト　福岡天神店



福岡県 ジュンク堂書店　福岡店
福岡県 丸善　博多店
福岡県 紀伊國屋書店　久留米店
福岡県 紀伊國屋書店　福岡本店
福岡県 福岡金文堂　姪浜南店
福岡県 福家書店　福岡木の葉モール橋本店
福岡県 未来屋書店　大牟田店
福岡県 明林堂書店　エーブック飯塚店
福岡県 未来屋書店　福津店
佐賀県 宮脇書店　佐賀本店
長崎県 メトロ書店　本店
熊本県 紀伊國屋書店　熊本光の森店
熊本県 紀伊國屋書店　熊本はません店
大分県 明屋書店　臼杵野田店
大分県 リブロ　大分わさだ店
宮崎県 くまざわ書店　延岡ニューシティ店
宮崎県 蔦屋書店　宮崎高千穂通り
鹿児島県 金海堂　イオン隼人国分店
沖縄県 ジュンク堂書店　那覇店
沖縄県 宮脇書店　うるま店
沖縄県 宮脇書店　具志川店
沖縄県 宮脇書店　大山店
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