
書店名 都道府県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　苫小牧店 北海道
ゲオ　伊達インター店 北海道
喜久屋書店　帯広店 北海道
ＴＳＵＴＡＹＡ　室蘭店 北海道
岡本書店　恵庭店 北海道
宮脇書店　札幌平岡店 北海道
くまざわ書店　アリオ札幌店 北海道
宮脇書店　さくら野弘前店 青森県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　十和田店 青森県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つがる柏店 青森県
くまざわ書店　五所川原店 青森県
成田本店　みなと高台店 青森県
くまざわ書店　エスパル仙台店 宮城県
喜久屋書店　仙台店 宮城県
金港堂　石巻店 宮城県
よしのや本間仙台愛子店 宮城県
ヤマト屋書店　あけぼの店 宮城県
宮脇書店　イオン秋田中央店 秋田県
ジュンク堂書店　秋田店 秋田県
ＴＳＵＴＡＹＡ　寒河江店 山形県
松田書店　コム店 山形県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　いわき鹿島店 福島県
ブックスなにわ　会津若松本店 福島県
丸善　水戸京成店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立中央店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新常陸大宮店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　北茨城店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立田尻店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東海店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新石岡店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新那珂店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高萩店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　古河店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　龍ケ崎店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千代田店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　江戸崎店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　境ＦｉＳＳ店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたちなか店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鉾田店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ友部店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ石下店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大穂店 茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新岩瀬店 茨城県
ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店 茨城県
ブックエース　茨大前店 茨城県
宮脇書店　新おもちゃのまち店 栃木県
文真堂書店　葉鹿店 栃木県
タイムクリップ　足利助戸店 栃木県
タイムクリップ　佐野店 栃木県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ真岡店 栃木県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　小山店 栃木県



ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大田原店 栃木県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下野店 栃木県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿沼店 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 栃木県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店 栃木県
ブックマンズアカデミー　高崎店 群馬県
文真堂書店　小桑原店 群馬県
文真堂書店　上原店 群馬県
文真堂アニたま　安中店 群馬県
文真堂書店　小出店 群馬県
文真堂書店　六郷店 群馬県
文真堂書店　タイムクリップ　新井店 群馬県
文真堂書店　瀬戸谷店 群馬県
文真堂書店　片貝店 群馬県
文真堂書店　一の宮店 群馬県
文真堂　タイムクリップ倉賀野店 群馬県
文真堂書店　大胡店 群馬県
文真堂書店　大泉店 群馬県
タイムクリップ　大間々店 群馬県
文真堂書店　関根店 群馬県
文真堂書店　吉井店 群馬県
タイムクリップ　渋川中央店 群馬県
文真堂書店　阿左美店 群馬県
文真堂書店　上中居店 群馬県
文真堂書店　相生店 群馬県
文真堂書店　広沢店 群馬県
タイムクリップ　群馬町店 群馬県
文真堂書店　原町店 群馬県
ブックマンズアカデミー　太田店 群馬県
ブックマンズアカデミー　前橋店 群馬県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高崎店 群馬県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊勢崎店 群馬県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新富岡店 群馬県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　館林店 群馬県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　藤岡店 群馬県
くまざわ書店　伊勢崎店 群馬県
喜久屋書店　太田店 群馬県
紀伊國屋書店　前橋店 群馬県
ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ桶川店 埼玉県
宮脇書店　ヨーカドー三郷店 埼玉県
丸善　丸広百貨店飯能店 埼玉県
タイムクリップ　秩父黒谷店 埼玉県
文真堂書店　ホームズ草加舎人店 埼玉県
タイムクリップ　北越谷店 埼玉県
タイムクリップ　幸手店 埼玉県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　川越店 埼玉県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　越谷店 埼玉県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　加須店 埼玉県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　本庄店 埼玉県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　三郷店 埼玉県
旭屋書店　アリオ上尾店 埼玉県
くまざわ書店　久喜店 埼玉県
ＴＳＵＴＡＹＡ　南桜井店 埼玉県
ＴＳＵＴＡＹＡ　所沢山口店 埼玉県
高砂ブックス　草加駅前店 埼玉県
博文堂書店　千間台店 埼玉県
ほんのいえ　宮脇書店　越谷店 埼玉県
宮脇書店　朝霞店 埼玉県



リブロ　鴻巣店 埼玉県
ＡＣＡＤＥＭＩＡ　菖蒲店 埼玉県
リブロ　ららぽーと富士見店 埼玉県
ブックエキスプレス　ペリエ西船橋店 千葉県
ジュンク堂書店　南船橋店 千葉県
丸善　津田沼店 千葉県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店 千葉県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千葉ニュータウン店 千葉県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店 千葉県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鎌ケ谷店 千葉県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　旭店 千葉県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　八街店 千葉県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東金店 千葉県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　成東店 千葉県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯＴＳＵＴＡＹＡ八千代店 千葉県
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　津田沼Ｐ店 千葉県
宮脇書店　印西牧の原店 千葉県
オークスブックセンター　横芝光店 千葉県
宮脇書店　流山店 千葉県
アニメイト　柏店 千葉県
ときわ書房　本八幡スクエア店＋ＧＥＯ 千葉県
博文堂書店　君津店 千葉県
明屋書店　中野ブロードウェイ店 東京都
ブックエキスプレス　エキュート上野店 東京都
ブックエキスプレスエキュート品川サウス店 東京都
丸善　お茶の水店 東京都
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店 東京都
ジュンク堂書店　吉祥寺店 東京都
文真堂書店　足立花畑店 東京都
有隣堂　セレオ八王子店 東京都
有隣堂　町田モディ店 東京都
くまざわ書店コミックランドビーワン錦糸町 東京都
くまざわ書店　八王子店 東京都
文教堂　南大沢店 東京都
文教堂　赤羽店 東京都
くまざわ書店コミックランドビーワン八王子 東京都
紀伊國屋書店　新宿本店 東京都
くまざわ書店　浅草店 東京都
アニメイト　池袋本店 東京都
くまざわ書店　大泉学園店 東京都
書泉ブックタワー 東京都
啓文堂書店　府中本店 東京都
博文堂書店　田無店 東京都
アニメイト　秋葉原店 東京都
八重洲ブックセンター　アリオ葛西店 東京都
フタバ図書　ＴＥＲＡ南砂町店 東京都
ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店 東京都
丸善　ラゾーナ川崎店 神奈川県
丸善　横浜みなとみらい店 神奈川県
有隣堂　横浜駅西口店 神奈川県
有隣堂　戸塚モディ店 神奈川県
有隣堂　トレッサ横浜店 神奈川県
有隣堂　たまプラーザテラス店 神奈川県
有隣堂　テラスモール湘南店 神奈川県
有隣堂　ららぽーと湘南平塚店 神奈川県
有隣堂　ららぽーと海老名店 神奈川県
有隣堂　ラスカ小田原店 神奈川県
くまざわ書店　相模大野店 神奈川県
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店 神奈川県



八重洲ブックセンター　京急上大岡店 神奈川県
アニメイト　横浜店 神奈川県
紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店 神奈川県
ブックポート２０３　大和店 神奈川県
宮脇書店　イオン長岡店 新潟県
宮脇書店　小千谷店 新潟県
知遊堂　上越国府店 新潟県
ＮＥＴ２１英進堂新潟店 新潟県
戸田書店　新潟南店 新潟県
紀伊國屋書店　新潟店 新潟県
喜久屋書店　高岡店 富山県
文苑堂書店　福田本店 富山県
ＫａＢｏＳ　大桑店 石川県
うつのみや　金沢工大前店 石川県
うつのみや　上林店 石川県
ＫａＢｏＳ　三国店 福井県
ＡＢＣ安部書店　エルパ店 福井県
宮脇書店　春江店 福井県
山田書店　本館 福井県
ジュンク堂書店　岡島甲府店 山梨県
天真堂書店　国母店 山梨県
改造社書店　松本駅店 長野県
平安堂　伊那店 長野県
平安堂　飯田店 長野県
平安堂　上田しおだ野店 長野県
丸善　岐阜店 岐阜県
喜久屋書店　大垣店 岐阜県
ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店 岐阜県
明屋書店　浜松渡瀬店 静岡県
明屋書店　高林店 静岡県
明屋書店　イケヤ高丘店 静岡県
明屋書店　イケヤ磐田東店 静岡県
明屋書店　イケヤ湖西店 静岡県
マルサン書店　駅北店 静岡県
谷島屋　ららぽーと磐田店 静岡県
アマノ　高丘店 静岡県
マルサン書店　サントムーン店 静岡県
谷島屋　富士宮店 静岡県
戸田書店　富士宮店 静岡県
本のサガミヤ　デュオ店 静岡県
谷島屋　イオンモール浜松志都呂店 静岡県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　碧南店　ＥＴ 愛知県
くまざわ書店　稲沢店 愛知県
ザ・リブレット　メグリアエムパーク店 愛知県
泰文堂　日比野本店 愛知県
本のメグリア　三好店 愛知県
あおい書店（らくだ）　西尾店 愛知県
宮脇書店　刈谷店 愛知県
ボナンザ書房　津島本店 愛知県
宮脇書店　近江八幡店 滋賀県
宮脇書店　ピエリ守山店 滋賀県
サンミュージック　ＨＢかがやき通り店 滋賀県
喜久屋書店　草津店 滋賀県
大垣書店　伏見店 京都府
宮脇書店　木津川店 京都府
ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店 京都府
大垣書店　亀岡店 京都府
大垣書店　京都ヨドバシ店 京都府
宮脇書店　亀岡店 京都府



大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店 京都府
コジマＢＯＯＫＳ　文教堂　茨木店 大阪府
宮脇書店　泉佐野店 大阪府
ジュンク堂書店　難波店 大阪府
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 大阪府
ジュンク堂書店　大阪本店 大阪府
ジュンク堂書店　天満橋店 大阪府
ＴＳＵＴＡＹＡ　リノアス八尾店 大阪府
喜久屋書店　阿倍野店 大阪府
サンミュージック　ハイパーブックス茨木 大阪府
ブックスユートピア　野間店 兵庫県
ジュンク堂書店　明石店 兵庫県
ジュンク堂書店　姫路店 兵庫県
くまざわ書店　あまがさき店 兵庫県
メトロ書店　神戸御影店 兵庫県
宮脇書店　洲本店 兵庫県
ブックファースト　阪急西宮ガーデンズ店 兵庫県
パルネット　小野店 兵庫県
ＴＳＵＴＡＹＡ　三木店 兵庫県
西村書店 兵庫県
うかいや書店　太子南店 兵庫県
喜久屋書店　東急プラザ新長田店 兵庫県
旭屋書店　イオンモール奈良登美ケ丘店 奈良県
ブックセンターコスモ　吉方店 鳥取県
今井書店　錦町店 鳥取県
宮脇書店　境港店 鳥取県
今井書店　湖山メディア館 鳥取県
今井書店　吉成店サウンドスタジアム 鳥取県
今井書店　ゆめタウン出雲店 島根県
今井書店グループセンター店 島根県
宮脇書店　岡山本店 岡山県
宮脇書店　児島店 岡山県
宮脇書店　連島店 岡山県
宮脇書店　新東岡山店 岡山県
宮脇書店　総社店 岡山県
喜久屋書店　倉敷店 岡山県
啓文社　岡山本店 岡山県
Ｈａｒｕｙａ　Ｓｐｉｒｉｔｓ熊野店 広島県
明屋書店　フジグラン三原店 広島県
ジュンク堂書店　広島駅前店 広島県
紀伊國屋書店　広島店 広島県
啓文社　コア福山西店 広島県
フタバ図書　ソフトピア八本松店 広島県
フタバ図書　ＧＩＧＡ本通店 広島県
フタバ図書　ＧＩＧＡ祗園店 広島県
明屋書店　下関長府店 山口県
明屋書店　ＭＥＧＡ新下関店 山口県
明屋書店　今宿店 山口県
明屋書店　柳井店 山口県
明屋書店　緑町店 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
ブックランド都野　サンリブ下松店 山口県
ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店 徳島県
南海ブックス 徳島県
平惣　小松島店 徳島県
宮脇書店　イオン高松東店 香川県
宮脇書店　フジ丸亀店 香川県
宮脇書店　宇和島店 愛媛県



Ｈａｒｕｙａ　Ｓｐｉｒｉｔｓ石手店 愛媛県
明屋書店　今治本店 愛媛県
明屋書店　西条本店 愛媛県
明屋書店　喜田村店 愛媛県
明屋書店　今治別宮店 愛媛県
明屋書店　平井店 愛媛県
明屋書店　中央通店 愛媛県
明屋書店　松前店 愛媛県
明屋書店　大洲店 愛媛県
明屋書店　内子店 愛媛県
明屋書店　宇和店 愛媛県
明屋書店　広見店 愛媛県
ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店　アエル店 愛媛県
明屋書店　宇和島明倫店 愛媛県
明屋書店　八幡浜店 愛媛県
明屋書店　新居浜松木店 愛媛県
明屋書店　宿毛店 高知県
明屋書店　四万十川店 高知県
蔦屋書店　フジグラン野市店 高知県
宮脇書店　イオン高知店 高知県
明屋書店　くりえいと宗像店 福岡県
明屋書店　豊前店 福岡県
明屋書店　伊加利店 福岡県
明屋書店　行橋行事店 福岡県
明屋書店　小倉沼新町店 福岡県
ジュンク堂書店　福岡店 福岡県
ブックセンタークエスト　小倉本店 福岡県
ブックセンタークエスト　黒崎井筒屋店 福岡県
ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　八女店 福岡県
アニメイト　福岡天神店 福岡県
福岡金文堂　行橋店 福岡県
明林堂書店　エーブック飯塚店 福岡県
ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂　原田店 福岡県
宮脇書店　佐賀本店 佐賀県
メトロ書店　本店 長崎県
明屋書店　免田店 熊本県
明屋書店　サンロードシティ熊本店 熊本県
明屋書店　コスモタウン佐伯店 大分県
明屋書店　高城店 大分県
明屋書店　中津本店 大分県
明屋書店　臼杵野田店 大分県
りーぶる金海堂　クロスモール店 宮崎県
田中書店　川東店 宮崎県
ブックスミスミ　オプシア店 鹿児島県
ジュンク堂書店　鹿児島店 鹿児島県
金海堂　出水店 鹿児島県
宮脇書店　中の町店 沖縄県
宮脇書店　名護店 沖縄県
宮脇書店　イオン名護店 沖縄県
宮脇書店　イオン豊見城店 沖縄県
宮脇書店　コンベンションシティ店 沖縄県
宮脇書店　うるま店 沖縄県
ジュンク堂書店　那覇店 沖縄県
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