
書店名 都道府県 市区町村

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　菖蒲店 埼玉県 久喜市

ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽 埼玉県 さいたま市中央区

ＣＯＭＩＣ　ＺＩＮ　秋葉原店 東京都 千代田区

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　貝塚三ツ松店 大阪府 貝塚市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　岩出店 和歌山県 岩出市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　橋本店 和歌山県 橋本市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　新御所店 奈良県 御所市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　打田店 和歌山県 紀の川市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　奈良押熊店 奈良県 奈良市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　富田林店 大阪府 富田林市

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　和歌山高松店 和歌山県 和歌山市

ＴＳＵＴＡＹＡ　亀岡店 京都府 亀岡市

ＴＳＵＴＡＹＡ　新涯店 広島県 福山市

ＴＳＵＴＡＹＡＷＡＹガーデンパーク和歌山 和歌山県 和歌山市

ＷＡＹ　オークワ本社店 和歌山県 和歌山市

ＷＡＹ　オーシティ前田辺店 和歌山県 田辺市

ＷＡＹ　フレスポしんかな店 大阪府 堺市北区

ＷＡＹ　海南店 和歌山県 海南市

ＷＡＹ　久居店 三重県 津市

ＷＡＹ　松阪学園前店 三重県 松阪市

ＷＡＹ　美浜店 和歌山県 日高郡

ＷＡＹ　有田川店 和歌山県 有田郡

アニメイト　アバンティ京都店 京都府 京都市南区

アニメイト　アリオ柏 千葉県 柏市

アニメイト　アルプラザ草津店 滋賀県 草津市

アニメイト　イオンモールむさし村山 東京都 武蔵村山市

アニメイト　イオンモール船橋店 千葉県 船橋市

アニメイト　イオンモール太田 群馬県 太田市

アニメイト　イオンモール大高店 愛知県 名古屋市緑区

アニメイト　イオンモール筑紫野 福岡県 筑紫野市

アニメイト　イオンモール土浦店 茨城県 土浦市

アニメイト　イオンレイクタウン店 埼玉県 越谷市

アニメイト　イオン釧路店 北海道 釧路郡

アニメイト　イオン桑名店 三重県 桑名市

アニメイト　イオン松江店 島根県 松江市

アニメイト　イオン浜松市野店 静岡県 浜松市東区

アニメイト　イオン米子駅前店 鳥取県 米子市

アニメイト　イオン防府店 山口県 防府市

アニメイト　イオン明石店 兵庫県 明石市

アニメイト　いわき店 福島県 いわき市

アニメイト　オンラインショップ 他 Ｗｅｂ書店

アニメイト　フジグラン東広島店 広島県 東広島市

アニメイト　マルイファミリー海老名店 神奈川県 海老名市

アニメイト　モラージュ佐賀店 佐賀県 佐賀市

アニメイト　モラージュ菖蒲店 埼玉県 久喜市

アニメイト　ロブレ小山店 栃木県 小山市

アニメイト　旭川店 北海道 旭川市

アニメイト　宇都宮店 栃木県 宇都宮市

アニメイト　横須賀店 神奈川県 横須賀市



アニメイト　横浜店 神奈川県 横浜市西区

アニメイト　岡山店 岡山県 岡山市北区

アニメイト　蒲田店 東京都 大田区

アニメイト　岐阜店 岐阜県 岐阜市

アニメイト　吉祥寺店 東京都 武蔵野市

アニメイト　宮崎店 宮崎県 宮崎市

アニメイト　京都店 京都府 京都市中京区

アニメイト　錦糸町店 東京都 墨田区

アニメイト　金沢店 石川県 金沢市

アニメイト　熊谷店 埼玉県 熊谷市

アニメイト　熊本店 熊本県 熊本市中央区

アニメイト　広島店 広島県 広島市中区

アニメイト　弘前店 青森県 弘前市

アニメイト　高崎店 群馬県 高崎市

アニメイト　高松店 香川県 高松市

アニメイト　高知店 高知県 高知市

アニメイト　高槻店 大阪府 高槻市

アニメイト　佐世保店 長崎県 佐世保市

アニメイト　札幌店 北海道 札幌市中央区

アニメイト　三宮店 兵庫県 神戸市中央区

アニメイト　山形店 山形県 山形市

アニメイト　四日市店 三重県 四日市市

アニメイト　鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市

アニメイト　秋田店 秋田県 秋田市

アニメイト　秋葉原店 東京都 千代田区

アニメイト　渋谷店 東京都 渋谷区

アニメイト　所沢店 埼玉県 所沢市

アニメイト　小倉店 福岡県 北九州市小倉北区

アニメイト　小田原店 神奈川県 小田原市

アニメイト　松戸店 千葉県 松戸市

アニメイト　松山店 愛媛県 松山市

アニメイト　松本店 長野県 松本市

アニメイト　沼津店 静岡県 沼津市

アニメイト　新潟店 新潟県 新潟市中央区

アニメイト　新宿店 東京都 新宿区

アニメイト　新千歳空港店 北海道 千歳市

アニメイト　新百合ヶ丘店 神奈川県 川崎市麻生区

アニメイト　水戸店 茨城県 水戸市

アニメイト　盛岡店 岩手県 盛岡市

アニメイト　聖蹟桜ヶ丘店 東京都 多摩市

アニメイト　青森店 青森県 青森市

アニメイト　静岡店 静岡県 静岡市葵区

アニメイト　仙台店 宮城県 仙台市青葉区

アニメイト　千葉店 千葉県 千葉市中央区

アニメイト　川越店 埼玉県 川越市

アニメイト　川崎店 神奈川県 川崎市幸区

アニメイト　川西店 兵庫県 川西市

アニメイト　多摩センター店 東京都 多摩市

アニメイト　大宮コミック館 埼玉県 さいたま市大宮区

アニメイト　大阪日本橋店 大阪府 大阪市浪速区



アニメイト　大分店 大分県 大分市

アニメイト　池袋本店 東京都 豊島区

アニメイト　町田店 東京都 町田市

アニメイト　長崎店 長崎県 長崎市

アニメイト　長野店 長野県 長野市

アニメイト　津田沼店 千葉県 習志野市

アニメイト　東岡崎店 愛知県 岡崎市

アニメイト　藤沢店 神奈川県 藤沢市

アニメイト　奈良店 奈良県 奈良市

アニメイト　南越谷店 埼玉県 越谷市

アニメイト　梅田店 大阪府 大阪市北区

アニメイト　柏店 千葉県 柏市

アニメイト　函館店 北海道 函館市

アニメイト　八王子店 東京都 八王子市

アニメイト　八戸店 青森県 八戸市

アニメイト　姫路店 兵庫県 姫路市

アニメイト　浜松店 静岡県 浜松市中区

アニメイト　富山店 富山県 富山市

アニメイト　布施店 大阪府 東大阪市

アニメイト　福岡天神店 福岡県 福岡市中央区

アニメイト　福山店 広島県 福山市

アニメイト　福島店 福島県 福島市

アニメイト　豊橋店 愛知県 豊橋市

アニメイト　豊田店 愛知県 豊田市

アニメイト　本厚木店 神奈川県 厚木市

アニメイト　枚方店 大阪府 枚方市

アニメイト　名古屋店 愛知県 名古屋市中村区

アニメイト　立川店 東京都 立川市

アニメイト　和歌山店 和歌山県 和歌山市

アニメイトＡＫＩＢＡガールズステーション 東京都 千代田区

アマノ　三方原店 静岡県 浜松市北区

くまざわ書店　アクアシティお台場店 東京都 港区

くまざわ書店　一宮店 愛知県 一宮市

くまざわ書店　稲沢店 愛知県 稲沢市

くまざわ書店　山形店 山形県 山形市

くまざわ書店　天王寺店 大阪府 大阪市天王寺区

ゲーマーズ　なんば店 大阪府 大阪市浪速区

ゲーマーズ　横浜店 神奈川県 横浜市西区

ゲーマーズ　京都店 京都府 京都市中京区

ゲーマーズ　札幌店 北海道 札幌市中央区

ゲーマーズ　秋葉原本店 東京都 千代田区

ゲーマーズ　小倉店 福岡県 北九州市小倉北区

ゲーマーズ　新宿店 東京都 渋谷区

ゲーマーズ　神戸三宮店 兵庫県 神戸市中央区

ゲーマーズ　仙台店 宮城県 仙台市青葉区

ゲーマーズ　大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区

ゲーマーズ　池袋店 東京都 豊島区

ゲーマーズ　町田店 東京都 町田市

ゲーマーズ　津田沼店 千葉県 習志野市

ゲーマーズ　梅田店 大阪府 大阪市北区



ゲーマーズ　博多店 福岡県 福岡市博多区

ゲーマーズ　名古屋店 愛知県 名古屋市中区

ゲーマーズ　立川店 東京都 立川市

ゲオ　北見南大通店 北海道 北見市

コジマブックス　文教堂　茨木店 大阪府 茨木市

コミックとらのあな　なんば店Ａ 大阪府 大阪市浪速区

コミックとらのあな　横浜店 神奈川県 横浜市西区

コミックとらのあな　岡山店 岡山県 岡山市北区

コミックとらのあな　京都店 京都府 京都市中京区

コミックとらのあな　広島店 広島県 広島市中区

コミックとらのあな　札幌店 北海道 札幌市中央区

コミックとらのあな　三宮店 兵庫県 神戸市中央区

コミックとらのあな　秋葉原店Ａ 東京都 千代田区

コミックとらのあな　秋葉原店Ｃ 東京都 千代田区

コミックとらのあな　新潟店 新潟県 新潟市中央区

コミックとらのあな　新宿店Ａ 東京都 新宿区

コミックとらのあな　静岡店 静岡県 静岡市葵区

コミックとらのあな　仙台店 宮城県 仙台市青葉区

コミックとらのあな　千葉店 千葉県 千葉市中央区

コミックとらのあな　大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区

コミックとらのあな　池袋店Ａ 東京都 豊島区

コミックとらのあな　梅田店 大阪府 大阪市北区

コミックとらのあな　福岡店 福岡県 福岡市中央区

コミックとらのあな　名古屋店 愛知県 名古屋市中村区

コミックとらのあな　立川店 東京都 立川市

サンミュージック　ハイパーブックス茨木 大阪府 茨木市

サンライズ　御幸ケ原店 栃木県 宇都宮市

ジュンク堂書店　郡山店 福島県 郡山市

ジュンク堂書店　福岡店 福岡県 福岡市中央区

スーパーセンター　ＷＡＹ　南紀店 和歌山県 新宮市

タイムクリップ　佐野店 栃木県 佐野市

タイムクリップ　渋川中央店 群馬県 渋川市

ちくさ正文館書店　ターミナル店 愛知県 名古屋市千種区

ブックアベニュー紀州屋 和歌山県 和歌山市

ブックスキタミ　港南台店 神奈川県 横浜市港南区

ブックスタマ　所沢店 埼玉県 所沢市

ブックスタマ　小作店 東京都 羽村市

ブックファースト　あおい川崎店 神奈川県 川崎市川崎区

紀伊國屋書店　川越店 埼玉県 川越市

紀伊國屋書店　北千住マルイ店 東京都 足立区

宮脇書店　ロイネット和歌山店 和歌山県 和歌山市

宮脇書店　浦添店 沖縄県 浦添市

宮脇書店　鴻巣店 埼玉県 鴻巣市

宮脇書店　真備店 岡山県 倉敷市

戸田書店　三川店 山形県 東田川郡

今井書店　吉成コミック店 鳥取県 鳥取市

今井書店　湖山メディア館 鳥取県 鳥取市

書泉グランデ 東京都 千代田区

書泉ブックタワー 東京都 千代田区

書泉芳林堂書店　みずほ台店 埼玉県 富士見市



大垣書店　イオンモール京都桂川店 京都府 京都市南区

東山堂　北上店 岩手県 北上市

博文堂書店　田無店 東京都 西東京市

福家書店　福岡木の葉モール橋本店 福岡県 福岡市西区

文教堂書店　星ヶ丘店 神奈川県 相模原市中央区

文教堂書店　二子玉川店 東京都 世田谷区

文真堂　安中店 群馬県 安中市

文真堂書店　広沢店 群馬県 桐生市

文真堂書店　小桑原店 群馬県 館林市

文真堂書店　小出店 群馬県 前橋市

文真堂書店　上原店 群馬県 沼田市

文真堂書店　片貝店 群馬県 前橋市

本の王国　豊田吉原店 愛知県 豊田市


