
県名 書店名

紀伊國屋書店　小樽店
宮脇書店　帯広店
アニメイト　旭川店
未来屋書店　桑園店
紀伊國屋書店　札幌本店
未来屋書店　名寄店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　札幌店
ジュンク堂書店　旭川店
アニメイト　イオン釧路店
函館　蔦屋書店
岡書　西帯店
成田本店　みなと高台店
アニメイト　八戸ラピア
アニメイト　弘前店
ＮＥＴ２１伊吉書院西店
ＮＥＴ２１伊吉書院類家店
ブックポートねぎし　猪川店
アニメイト　盛岡店
ジュンク堂書店　盛岡店
ヤマト屋書店　中里店
金港堂　石巻店
紀伊國屋書店　仙台店
アニメイト　仙台店
ブックＴＯＷＮ　角田店
未来屋書店　名取店
喜久屋書店　仙台店
アニメイト　秋田店
加賀谷書店　茨島店
ブックスモア　湯沢店

角川ビーンズ文庫『悪役令嬢、ブラコンにジョブチェンジします』4巻
『悪役令嬢、セシリア・シルビィは死にたくないので男装することにした。』3巻同時発売

記念フェア
応援店一覧

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県



八文字屋　長井店
松田書店　コム店
戸田書店　三川店
アニメイト　山形店
戸田書店　山形店
こまつ書店　堀川町店
アニメイト　郡山店
岩瀬書店　富久山店プラスゲオ
岩瀬書店　鎌田店
アニメイト　福島店
ヤマニ書房　ラトブ店
ジュンク堂書店　郡山店
スクラム　鏡石店
アニメイト　水戸店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店
アニメイト　イオンモール土浦店
スーパーブックス　今市店
文真堂書店　葉鹿店
くまざわ書店　宇都宮店
アニメイト　宇都宮店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店
うさぎや　宇都宮テクノ店
うさぎや　栃木城内店
アニメイト　ロブレ小山店
文真堂書店　原町店
戸田書店　藤岡店
アニメイト　高崎店
ブックマンズアカデミー　前橋店
未来屋書店　高崎店
アニメイト　イオンモール太田
ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽
ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ　松原店
高砂ブックス　草加駅前店
博文堂書店　千間台店
ほんのいえ　宮脇書店　越谷店
アニメイト　川越店

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県



宮脇書店　朝霞店
アニメイト　南越谷店
アニメイト　所沢
宮脇書店　北本店
アニメイト　川口店
アニメイト　モラージュ菖蒲店
アニメイト　イオンレイクタウン店
成文堂　南浦和店
くまざわ書店　鷲宮店
アニメイト　ららぽーと富士見店
ｙｃｖｏｘ　ワカバウォーク店
アニメイト　津田沼店
東京旭屋書店　船橋店
丸善　津田沼店
博文堂書店　君津店
未来屋書店　新浦安店
ＴＳＵＴＡＹＡ　三川屋国道店
アニメイト　千葉店
堀江良文堂書店　松戸店
ときわ書房　八千代台店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店
ゲオ　富里店
アニメイト　柏店
スーパーブックス　住吉書房　本八幡店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ　ちはら台店
くまざわ書店　モラージュ柏店
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
アニメイト　アリオ柏
Ｂｏｏｋ＋サンモール旭店
ジュンク堂書店　柏モディ店
くまざわ書店　ペリエ千葉エキナカ店
宮脇書店　ユーカリが丘店
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

埼玉県

千葉県



くまざわ書店　永山店
啓文堂書店　多摩センター店
博文堂書店　田無店
くまざわ書店　桜ヶ丘店
明屋書店　中野ブロードウェイ店
ジュンク堂書店　池袋本店
アニメイト　秋葉原本館
書泉ブックタワー
書泉グランデ
アニメイト　錦糸町店
ＮＥＴ２１今野西荻窪店
アニメイト　渋谷店
文教堂　成増店
イオン　西新井店
アニメイト　立川店
アニメイト　蒲田店
丸善　丸の内本店
くまざわ書店　国領店
ブックファースト　新宿店
アニメイト　聖蹟桜ヶ丘オーパ
アニメイト　新宿ハルク
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
Ｂｏｏｋ＋東中野店
スーパーブックス　あおい書店池尻大橋店
スーパーブックス　住吉書房　中目黒ＢＣ
有隣堂　藤沢店
サクラ書店　駅ビル店
三省堂書店　海老名店
天一書房　日吉店
浜書房　バーズ店
アニメイト　小田原店
アニメイト　藤沢店
アニメイト　本厚木店
アニメイト　川崎店
アニメイト　横須賀店

東京都

神奈川県



ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店
未来屋書店　大和鶴間店
ＢＯＯＫＳえみたす　大口店
アニメイト　マルイファミリー海老名店
八重洲ブックセンター　ＩＹ上永谷店
紀伊國屋書店　新潟店
くまざわ書店　新潟亀田店
アニメイト　富山店
文苑堂書店　福田本店
紀伊國屋書店　富山店
うつのみや　上林店
アニメイト　金沢店
コメリ書房　穴水店
きくざわ書店　アルプラザ鹿島店
金沢ビーンズ明文堂
アニメイト　福井店
宮脇書店　春江店
天真堂書店　塩山店
アニメイト　甲府店
改造社書店　松本駅店
アニメイト　長野店
平安堂　飯田店
宮脇書店　松本店
アニメイト　松本パルコ
ブックスアイオー
アニメイト　岐阜店
喜久屋書店　大垣店
焼津谷島屋　吉田店
戸田書店　富士宮店
アニメイト　浜松店
島田書店　花みずき店
焼津谷島屋　アピタ島田店
アマノ　アクト北店
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

富山県

新潟県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県



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
カルコス　扶桑店
精文館書店　新田原店
あおい書店（らくだ）　西尾店
三洋堂書店　鳥居松店
滝書店
アニメイト　名古屋店
未来屋書店　守山店
くまざわ書店　刈谷店
アニメイト　豊橋店
未来屋書店　新瑞橋店
アニメイト　名古屋パルコ
ジュンク堂書店　名古屋栄店
未来屋書店　木曽川店
本の王国　知多イトーヨーカドー店
丸善　イオンタウン千種店
別所書店　津駅店
アニメイト　四日市店

滋賀県 アニメイト　アルプラザ草津店
まるぜん書店　野田川店
アニメイト　京都店
富士書房　大久保店
アカデミア　けいはんな店
アニメイト　布施店
アニメイト　高槻店
木下書店　エコール店
アニメイト　京橋店
未来屋書店　高槻店
文教堂　住道店
アニメイト　天王寺店
アニメイト　枚方店
ジュンク堂書店　難波店
アニメイト　梅田店
うかいや書店　太子南店
アニメイト　姫路店

愛知県

三重県

京都府

大阪府



喜久屋書店　豊岡店
アニメイト　川西店
アニメイト　三宮店
ジュンク堂書店　三宮駅前店
ＮＥＴ２１宝塚サンクスソリオ店
アニメイト　イオン明石店
アニメイト　奈良店
旭屋書店　イオンモール奈良登美ケ丘店
喜久屋書店　橿原店
啓林堂書店　学園前店

和歌山県 アニメイト　和歌山店
ブックセンターコスモ　吉方店
宮脇書店　境港店
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
アニメイト　イオン松江店
宮脇書店　新平島店
アニメイト　岡山店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ岡南店
喜久屋書店　倉敷店
津山ブックセンター　イオン店
啓文社　岡山本店
廣文館　新幹線店
紀伊國屋書店　広島店
アニメイト　広島店
アニメイト　福山店
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
アニメイト　フジグラン東広島店
明屋書店　萩店
宮脇書店　徳山店
幸太郎本舗　ＴＳＵＴＡＹＡ宇部店
くまざわ書店　下関店
アニメイト　イオン防府店
ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店

奈良県

兵庫県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県



アニメイト　徳島店
宮脇書店　本店
ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店
アニメイト　高松店
アニメイト　松山店
明屋書店　空港通店
明屋書店　松山本店
ジュンク堂書店　松山店

高知県 アニメイト　高知店
Ａ’ＢＯＯＫ　穂波店
ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂　原田店
紀伊國屋書店　福岡本店
福岡金文堂　姪浜店
アニメイト　福岡パルコ店
アニメイト　小倉店
福岡金文堂　ビバモール赤間店
ジュンク堂書店　福岡店
紀伊國屋書店　久留米店
福岡金文堂　行橋店
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

佐賀県 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
アニメイト　長崎店
アニメイト　佐世保店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店
大分県 明屋書店　コスモタウン佐伯店
宮崎県 アニメイト　宮崎店

明屋書店　川内店
ＭＡＲＵＺＥＮ　天文館店
ジュンク堂書店　鹿児島店
アニメイト　那覇国際通り店
ジュンク堂書店　那覇店

沖縄県

徳島県

香川県

愛媛県

福岡県

長崎県

鹿児島県
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