都道府県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

角川ビーンズ文庫応援店一覧
書店名
コーチャンフォー 釧路店
コーチャンフォー 美しが丘店
アニメイト 札幌店
宮脇書店 帯広店
アニメイト 旭川店
アニメイト 函館店
喜久屋書店 小樽店
コーチャンフォー ミュンヘン大橋店
コーチャンフォー 新川通り店
喜久屋書店 帯広店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 札幌店
三省堂書店 札幌店
コーチャンフォー 旭川店
コーチャンフォー 北見店
アニメイト イオン釧路店
文教堂 札幌大通駅店
函館 蔦屋書店
アニメイト 八戸店
アニメイト 青森店
ＴＳＵＴＡＹＡ 弘前店
ＴＳＵＴＡＹＡ むつ店
アニメイト 弘前店
ＮＥＴ２１伊吉書院西店
ＴＳＵＴＡＹＡ 八戸ニュータウン店
エムズ書店 桜台店
ブックスアメリカン 北上店
エムズエクスポ盛岡店
アニメイト 盛岡店
ジュンク堂書店 盛岡店
宮脇書店 一関店
蔦屋書店 盛岡店
八文字屋書店 セルバ店
紀伊國屋書店 仙台店
アニメイト 仙台店
ブックスなにわ 多賀城店
未来屋書店 利府店
未来屋書店 名取店
未来屋書店 石巻店
宮脇書店 佐沼店
蔦屋書店 仙台泉店
喜久屋書店 仙台店
くまざわ書店 エスパル仙台店
アニメイト 秋田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 大館店
未来屋書店 秋田店
宮脇書店 秋田本店
こまつ書店 寿町本店
戸田書店 三川店
アニメイト 山形店
戸田書店 山形店
みどり書房 白河店
アニメイト 郡山店
みどり書房 桑野店
ブックエース 上荒川店
アニメイト イオンいわき
アニメイト 福島店
みどり書房 イオンタウン店
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都道府県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

角川ビーンズ文庫応援店一覧
書店名
ブックエース 植田店
みどり書房 福島南店
アニメイト 水戸店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 下館店
ブックエース 坂東店
未来屋書店 水戸内原店
ブックエース 勝田東石川店
フタバ図書 ＴＥＲＡ守谷店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ つくば店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ イーアスつくば店
未来屋書店 土浦店
蔦屋書店 ひたちなか店
アニメイト イオンモール土浦店
未来屋書店 つくば店
うさぎや 自治医大店
ｂｉｇｏｎｅ ｂｏｏｋｓ 鹿沼店
アニメイト 宇都宮店
ビッグワンツタヤ 真岡店
くまざわ書店 宇都宮インターパーク店
落合書店 イトーヨーカドー店
うさぎや 栃木城内店
アニメイト ロブレ小山店
ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ さくら店
宮脇書店 イオンタウン佐野店
戸田書店 藤岡店
文真堂書店 上原店
アニメイト 高崎店
戸田書店 高崎店
蔦屋書店 太田店
未来屋書店 高崎店
紀伊國屋書店 前橋店
くまざわ書店 伊勢崎店
アニメイト イオンモール太田
ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽
博文堂書店 千間台店
東京旭屋書店 新越谷店
ほんのいえ 宮脇書店 越谷店
アニメイト 川越店
ブックエース 春日部１６号線店
ジュンク堂書店 大宮高島屋店
アニメイト 大宮コミック館
三省堂書店 大宮店
須原屋 コルソ店
東京旭屋書店 志木店
須原屋 武蔵浦和店
アニメイト 南越谷店
アニメイト イオン所沢
ブックファースト ルミネ川越店
くまざわ書店 宮原店
未来屋書店 北戸田店
蔦屋書店 熊谷店
文教堂 川口駅店
東京旭屋書店 イオンモール浦和美園店
蔦屋書店 滑川店
アニメイト 川口店
紀伊國屋書店 浦和パルコ店
未来屋書店 羽生店
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都道府県

千葉県

角川ビーンズ文庫応援店一覧
書店名
未来屋書店 レイクタウン店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ 菖蒲店
アニメイト モラージュ菖蒲店
ＫａＢｏＳ ららぽーと新三郷店
アニメイト イオンレイクタウン店
ブックマルシェ アリオ深谷店
アニメイト 熊谷店
蔦屋書店 本庄早稲田店
リブロ ららぽーと富士見店
アニメイト ららぽーと富士見店
宮脇書店 ヨーカドー三郷店
ｙｃｖｏｘ ワカバウォーク店
アニメイト 津田沼店
ときわ書房 イトーヨーカドー船橋店
丸善 津田沼店
ＴＳＵＴＡＹＡ 佐倉店
福家書店 市川店
三省堂書店 カルチャーステーション千葉店
アニメイト 千葉店
堀江良文堂書店 松戸店
未来屋書店 成田店
くまざわ書店 ららぽーと店
精文館書店 おゆみ野店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 茂原店
ブックエキスプレス ペリエ西船橋店
未来屋書店 八千代緑が丘店
精文館書店 木更津店
アニメイト 松戸店
喜久屋書店 千葉ニュータウン店
ＫａＢｏＳ ららぽーと柏の葉店
ＴＳＵＴＡＹＡ 北習志野店
ＴＳＵＴＡＹＡ 市原五井店
アニメイト イオンモール船橋店
アニメイト イオンモール木更津店
未来屋書店 木更津店
アニメイト アリオ柏
くまざわ書店 ペリエ千葉本店
蔦屋書店 茂原店
アニメイト 吉祥寺パルコ
アニメイト 町田店
アニメイト 八王子店
博文堂書店 田無店
オリオン書房 ルミネ立川店
ジュンク堂書店 池袋本店
アニメイト 池袋本店
東京旭屋書店 池袋店
アニメイト 秋葉原本館
書泉ブックタワー
書泉グランデ
ブックエキスプレス エキュート上野店
アニメイト 錦糸町店
紀伊國屋書店 新宿本店Ｃ＆Ｄフォレスト

紀伊國屋書店 新宿本店
アニメイト 渋谷店
有隣堂 アトレ大井町店
八重洲ブックセンター アリオ葛西店
くまざわ書店コミックランドビーワン八王子
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都道府県

東京都

神奈川県

角川ビーンズ文庫応援店一覧
書店名
ＳＨＩＢＵＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ
有隣堂 アトレ亀戸店
オリオン書房 ノルテ店
くまざわ書店コミックランドビーワン錦糸町
アニメイト 立川店
有隣堂 グランデュオ蒲田店
アニメイト 蒲田店
丸善 丸の内本店
ブックファースト アトレ大森店
ＮＥＴ２１ブックスページワンＩＹ赤羽店
ＢＯＯＫＳキデイランド 亀有店
丸善 日本橋店
スーパーブックス 住吉書房 小岩店
ブックファースト 新宿店
くまざわ書店 西新井店
未来屋書店 日の出店
有隣堂 セレオ八王子店
アニメイト 聖蹟桜ヶ丘オーパ
フタバ図書 ＴＥＲＡ南砂町店
ブックファースト ルミネ北千住店
福家書店 アリオ北砂店
ジュンク堂書店 吉祥寺店
ＭＡＲＵＺＥＮ 多摩センター店
有隣堂 錦糸町テルミナ店
アニメイト 新宿店
有隣堂 町田モディ店
コーチャンフォー 若葉台店
アニメイト イオンモールむさし村山
三省堂書店 池袋本店
アニメイト 秋葉原別館
有隣堂 藤沢店
サクラ書店 駅ビル店
川上書店 ラスカ店
くまざわ書店 相模大野店
スペース２１ シティモール店
三省堂書店 海老名店
有隣堂 厚木店
文教堂 溝ノ口本店
有隣堂 アトレ川崎店
有隣堂 横浜駅西口店
有隣堂 戸塚モディ店
八重洲ブックセンター 京急上大岡店
アシーネ 金沢八景店
アニメイト 小田原店
未来屋書店 秦野店
アニメイト 藤沢店
未来屋書店 相模原店
有隣堂 ラスカ小田原店
アニメイト 横浜ビブレ
アニメイト 本厚木店
紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店
アニメイト 川崎店
ジュンク堂書店 藤沢店
アニメイト 横須賀店
有隣堂 たまプラーザテラス店
有隣堂 東急プラザ戸塚店
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 橋本店
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都道府県

新潟県

富山県

石川県

福井県
山梨県

長野県

岐阜県

角川ビーンズ文庫応援店一覧
書店名
未来屋書店 大和鶴間店
有隣堂 テラスモール湘南店
有隣堂 ららぽーと海老名店
アニメイト マルイファミリー海老名店
文教堂 横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店
蔦屋書店 佐和田店
蔦屋書店 新津店
蔦屋書店 新発田店
蔦屋書店 柏崎岩上店
アニメイト 新潟店
紀伊國屋書店 新潟店
知遊堂 三条店
戸田書店 長岡店
蔦屋書店 長岡古正寺店
知遊堂 亀貝店
アニメイト 長岡店
アニメイト 富山店
ＢＯＯＫＳなかだ ファボーレ店
文苑堂書店 藤の木店
文苑堂書店 福田本店
文苑堂書店 富山豊田店
アニメイト 金沢店
金沢ビーンズ明文堂
ＢＯＯＫＳなかだ かほく店
明文堂書店 ＫＯＭＡＴＳＵ
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 大和田店
アニメイト 福井店
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 新二の宮店
ＢＯＯＫＳ ＫＡＴＯＨ 富士吉田店
アニメイト 甲府店
未来屋書店 甲府昭和店
平安堂 あづみ野店
平安堂 諏訪店
アニメイト 長野店
平安堂 新長野店
平安堂 川中島店
平安堂 若槻店
蔦屋書店 佐久小諸店
平安堂 飯田店
平安堂 上田しおだ野店
アニメイト 松本パルコ
大洞堂 羽島店
カルコス 本店
カルコス 各務原店
三省堂書店 岐阜店
カルコス 穂積店
ＴＳＵＴＡＹＡ 大垣店
アニメイト 岐阜店
未来屋書店 各務原店
ＴＳＵＴＡＹＡ ブックストア モレラ岐阜
丸善 岐阜店
戸田書店 富士宮店
あおい書店（らくだ） 富士店
戸田書店 富士店
アニメイト 浜松店
谷島屋 浜松本店
戸田書店 御殿場店
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都道府県

静岡県

愛知県

角川ビーンズ文庫応援店一覧
書店名
アニメイト 静岡パルコ
戸田書店 リブレ菊川店
谷島屋 流通通り店
戸田書店 掛川西郷店
谷島屋 イオンモール浜松志都呂店
アニメイト 沼津店
戸田書店 藤枝東店
谷島屋 サンストリート浜北店
ＴＳＵＴＡＹＡ 佐鳴台店
谷島屋 ららぽーと磐田店
アニメイト イオン浜松市野店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 新静岡店
アニメイト イオンモール富士宮店
明屋書店 イケヤ高丘店
大垣書店 イオンモール富士宮店
ＢＯＯＫＳえみたす アピタ浜北店
ＢＯＯＫＳえみたす 焼津店
カルコス 扶桑店
精文館書店 新田原店
三洋堂書店 半田店
精文館書店 西尾店
精文館書店 幸店
精文館書店 三ノ輪店
精文館書店 汐田橋店
精文館書店 豊川店
ブックセンター名豊 刈谷店
ＴＳＵＴＡＹＡ 岡崎インター店
未来屋書店 岡崎店
くまざわ書店 稲沢店
アニメイト 名古屋店
星野書店 近鉄パッセ店
未来屋書店 三好店
三洋堂書店 乙川店
アニメイト 豊橋店
精文館書店 本店コミック館
ＴＳＵＴＡＹＡ バロー戸田店
精文館書店 豊明店
未来屋書店 ナゴヤドーム前店
ＴＳＵＴＡＹＡ 春日井店
ＴＳＵＴＡＹＡ 瀬戸店
アニメイト 東岡崎店
精文館書店 新津島店
未来屋書店 大高店
アニメイト 金山店
未来屋書店 新瑞橋店
精文館書店 新豊田店
アニメイト 豊田店
精文館書店 尾張一宮店
アニメイト イオンモール大高店
アニメイト 名古屋パルコ
未来屋書店 常滑店
ＢＯＯＫＳえみたす アピタ江南西店
ＢＯＯＫＳえみたす アピタ稲沢東店
ＢＯＯＫＳえみたす アピタ安城南店
紀伊國屋書店 プライムツリー赤池店
ＴＳＵＴＡＹＡ 四日市店
未来屋書店 鈴鹿店
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都道府県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

角川ビーンズ文庫応援店一覧
書店名
宮脇書店 明和店
宮脇書店 四日市本店
アニメイト 四日市店
宮脇書店 久居インター店
ＴＳＵＴＡＹＡ ミタス伊勢店
アニメイト イオンモール桑名店
コメリ書房 鈴鹿店
ＴＳＵＴＡＹＡ 鈴鹿中央通店
サンミュージック ハイパーブックス彦根
サンミュージック ハイパーブックス長浜
喜久屋書店 草津店
アニメイト アルプラザ草津店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶＩＸ 福知山店
アバンティブックセンター 京都店
アニメイト 京都店
未来屋書店 高の原店
大垣書店 イオンモールＫＹＯＴＯ店
大垣書店 京都ヨドバシ店
アニメイト アバンティ京都店
未来屋書店 久御山店
大垣書店 イオンモール京都桂川店
ＭＡＲＵＺＥＮ 京都本店
水嶋書房 くずはモール店
アニメイト 布施店
アニメイト 高槻店
紀伊國屋書店 泉北店
ジュンク堂書店 天満橋店
ジュンク堂書店 大阪本店
紀伊國屋書店 梅田本店
アニメイト 京橋店
喜久屋書店 漫画館阿倍野店
未来屋書店 茨木店
文教堂 住道店
アニメイト 大阪日本橋店
大垣書店 高槻店
紀伊國屋書店 堺北花田店
アニメイト 天王寺店
未来屋書店 大日店
丸善 八尾アリオ店
アニメイト 枚方店
リブロ イオンモール鶴見店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅田店
アニメイト 梅田店
紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店
田村書店 ららぽーと和泉店
未来屋書店 四條畷店
ＴＳＵＴＡＹＡららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ
未来屋書店 りんくう泉南店
うかいや書店 太子南店
アニメイト 姫路店
紀伊國屋書店 川西店
アニメイト 川西店
紀伊國屋書店 加古川店
くまざわ書店 加古川店
ジュンク堂書店 神戸住吉店
喜久屋書店 西神中央店
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都道府県

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

角川ビーンズ文庫応援店一覧
書店名
アニメイト 三宮店
ジュンク堂書店 三宮駅前店
ジュンク堂書店 三宮店
宮脇書店 洲本店
ジュンク堂書店 西宮店
紀伊國屋書店 神戸阪急店
うかいや書店 福崎店
未来屋書店 伊丹店
未来屋書店 姫路大津店
ふたば書房 つかしん店
喜久屋書店 北神戸店
くまざわ書店 あまがさき店
未来屋書店 明石店
アニメイト イオン明石店
大垣書店 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店
ジュンク堂書店 明石店
アニメイト 奈良店
キャップ書店 王寺店
喜久屋書店 橿原店
本と文具ツモリ 西部店
宮脇書店 ロイネット和歌山店
アニメイト 和歌山店
未来屋書店 和歌山店
今井書店 湖山メディア館
ブックセンターコスモ 吉方店
今井書店 倉吉パープルタウン店
今井書店 錦町店
アニメイト イオン米子駅前店
ブックセンターコスモ 出雲店
今井書店グループセンター店
今井書店 出雲店
アニメイト イオン松江店
宮脇書店 総社店
宮脇書店 新平島店
アニメイト 岡山店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＺ岡南店
宮脇書店 岡山本店
喜久屋書店 倉敷店
啓文社 岡山本店
未来屋書店 岡山店
廣文館 サングリーン三次店
啓文社 イオン三原店
啓文社 ポートプラザ店
啓文社 コア春日店
啓文社 西条店
フタバ図書 ＧＩＧＡ呉駅レクレ店
フタバ図書 ＭＥＧＡ祇園中筋店
フタバ図書 ＧＩＧＡ広島駅前店
アニメイト 広島店
フタバ図書 ＴＥＲＡ広島府中店
啓文社 ゆめタウン呉店
アニメイト 福山店
紀伊國屋書店 ゆめタウン広島店
ＴＳＵＴＡＹＡ フジグラン東広島店
啓文社 コア神辺店
フタバ図書 ＡＬＴｉ福山本店
フタバ図書 アルティアルパーク北棟店
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都道府県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

角川ビーンズ文庫応援店一覧
書店名
ＭＡＲＵＺＥＮ 広島店
アニメイト フジグラン東広島店
紀伊國屋書店 ゆめタウン廿日市店
明屋書店 萩店
明屋書店 長門店
宮脇書店 徳山店
幸太郎本舗 ＴＳＵＴＡＹＡ宇部店
明林堂書店 柳井店
フタバ図書 ＧＩＧＡフレスタモール岩国店
くまざわ書店 下関店
明屋書店 ＭＥＧＡ新下関店
アニメイト イオン防府店
ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣 徳島店
宮脇書店 徳島本店
紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店
アニメイト 徳島店
宮脇書店 総本店
宮脇書店 南本店
宮脇書店 本店
ＴＳＵＴＡＹＡ 丸亀郡家店
アニメイト 高松店
紀伊國屋書店 丸亀店
宮脇書店 三豊店
明屋書店 大洲店
明屋書店 宇和島明倫店
アニメイト 松山店
明屋書店 空港通店
明屋書店 松山本店
明屋書店 川之江店
明屋書店 ＭＥＧＡ西の土居店
ＴＳＵＴＡＹＡ エミフルＭＡＳＡＫＩ店
ＴＳＵＴＡＹＡ 土佐道路店
アニメイト 高知店
ＴＳＵＴＡＹＡ 中万々店
Ａ’ＢＯＯＫ 穂波店
白石書店 本店
紀伊國屋書店 福岡本店
積文館書店 小田部店
アニメイト 小倉店
明屋書店 くりえいと宗像店
ジュンク堂書店 福岡店
ブックセンタークエストエマックス久留米店
喜久屋書店 小倉店
フタバ図書 ＴＥＲＡイオンモール福岡店
紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店
未来屋書店 八幡東店
蔦屋書店 イオンモール筑紫野
丸善 博多店
福家書店 福岡木の葉モール橋本店
明林堂書店 エーブック飯塚店
アニメイト イオンモール筑紫野
紀伊國屋書店 佐賀店
ＴＳＵＴＡＹＡ 鳥栖店
アニメイト モラージュ佐賀店
福岡金文堂 イオン大塔店
ブックマート諫早
メトロ書店 本店
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都道府県
長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

角川ビーンズ文庫応援店一覧
書店名
紀伊國屋書店 長崎店
アニメイト 長崎店
ＴＳＵＴＡＹＡ 遊ＩＮＧ浜町店
ＴＳＵＴＡＹＡ ココアドバンス大村店
アニメイト 佐世保店
ツタヤ ブックストア させぼ五番街店
アニメイト 熊本店
紀伊國屋書店 熊本光の森店
蔦屋書店 熊本三年坂
蔦屋書店 小川町
蔦屋書店 嘉島
ＴＳＵＴＡＹＡ 天草店
紀伊國屋書店 熊本はません店
明屋書店 高城店
アニメイト 大分店
明屋書店 大分フリーモールわさだ店
明屋書店 臼杵野田店
紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店
アニメイト 宮崎店
蔦屋書店 宮崎高千穂通り
未来屋書店 宮崎店
明屋書店 川内店
ＭＡＲＵＺＥＮ 天文館店
ブックセンターリリーズ 国分店
アニメイト 鹿児島店
紀伊國屋書店 鹿児島店
ブックセンターリリーズ 姶良店
ブックスミスミ オプシア店
ジュンク堂書店 鹿児島店
未来屋書店 鹿児島店
ＴＳＵＴＡＹＡ 出水緑町店
アニメイト 那覇国際通り店
ジュンク堂書店 那覇店
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