
フェア実施店舗様 都道府県

宮脇書店　札幌平岡店 北海道

紀伊國屋書店　札幌本店 北海道

ゲオ　伊達インター店 北海道

メロンブックス　札幌店 北海道

ゲオ　千歳駅前店 北海道

くまざわ書店　アリオ札幌店 北海道

宮脇書店　札幌平岡店 北海道

コミックとらのあな　札幌店 北海道

ＴＳＵＴＡＹＡ　室蘭店 北海道

ゲオ　北見南大通店 北海道

ゲオ　稚内店 北海道

ゲオ　新岩見沢店 北海道

ゲオ　滝川東町店 北海道

ゲオ　千歳駅前店 北海道

ゲオ　札幌手稲店 北海道

ゲオ　伊達インター店 北海道

ゲオ　中標津店 北海道

ゲオ　富良野店 北海道

ゲオ　網走店 北海道

ゲオ　函館昭和店 北海道

ゲオ　八雲店 北海道

ゲオ　静内店 北海道

ゲオ　室蘭東町店 北海道

ゲオ　紋別店 北海道

ゲオ　西帯広店 北海道

ゲオ　釧路星が浦店 北海道

ゲオ　函館鍛治店 北海道

ゲオ　北広島店 北海道

ゲオ　豊平店 北海道

ゲオ　音更木野大通店 北海道

ゲオ　小樽店 北海道

ゲオ　江別大麻店 北海道

ゲオ　札幌北３３条店 北海道

ゲオ　イオン石狩緑苑台店 北海道

ＴＳＵＴＡＹＡ　新道東駅前店 北海道

ＴＳＵＴＡＹＡ　あいの里店 北海道

ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌琴似店 北海道

ＴＳＵＴＡＹＡ　サーモンパーク店 北海道



ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧バイパス店 北海道

ＴＳＵＴＡＹＡ　滝川店 北海道

ＴＳＵＴＡＹＡ　小樽店 北海道

ＴＳＵＴＡＹＡ　倶知安店 北海道

ＴＳＵＴＡＹＡ　室蘭店 北海道

ＴＳＵＴＡＹＡ　旭川永山店 北海道

函館　蔦屋書店 北海道

ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店 青森県

ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前店 青森県

ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田店 青森県

ＴＳＵＴＡＹＡ　むつ店 青森県

ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ニュータウン店 青森県

東山堂　北上店 岩手県

宮脇書店　久慈店 岩手県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　奥州水沢店 岩手県

ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店 岩手県

ＴＳＵＴＡＹＡ　一関中央店 岩手県

ＭＯＲＩＯＫＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 岩手県

ヤマト屋書店　あけぼの店 宮城県

メロンブックス　仙台店 宮城県

くまざわ書店　エスパル仙台店 宮城県

宮脇書店　佐沼店 宮城県

コミックとらのあな　仙台店 宮城県

喜久屋書店　仙台店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　愛子店 宮城県

蔦屋書店　仙台泉店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台南店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　築館店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　中野店 秋田県

ブックスなにわ　多賀城店 宮城県

スーパーブックス　八橋店 秋田県

宮脇書店　秋田本店 秋田県

こまつ書店　桜田店 山形県

戸田書店　三川店 山形県

こまつ書店　寿町本店 山形県

こまつ書店　東根店 山形県

こまつ書店　西田店 山形県

ゲオ　寒河江店 山形県

ゲオ　東根中央店 山形県



ＴＳＵＴＡＹＡ　船引店 福島県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　いわき鹿島店 福島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　喜多方西店 福島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　桑野店 福島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　須賀川東店 福島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン郡山店 福島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　棚倉店 福島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　白河店 福島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　南相馬店 福島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　会津アピオ店 福島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　坂下店 福島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　川俣店 福島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　本宮店 福島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　船引店 福島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　福島南店 福島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　神栖店 茨城県

ＮＥＴ２１ＢＴベル水海道店 茨城県

メロンブックス　水戸店 茨城県

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　古河店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新石岡店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　龍ケ崎店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新那珂店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　境ＦｉＳＳ店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたちなか店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立中央店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新常陸大宮店 茨城県

三洋堂書店　石岡店 茨城県

ゲオ　牛久中央店 茨城県

ゲオ　三和店 茨城県

ゲオ　土浦店 茨城県

ゲオ　河和田店 茨城県

ゲオ　木田余店 茨城県

ゲオ　日立金沢店 茨城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋宮中店 茨城県



蔦屋書店　ひたちなか店 茨城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　那珂湊店 茨城県

落合書店　宝木店 栃木県

メロンブックス　宇都宮店 栃木県

くまざわ書店　宇都宮インターパーク店 栃木県

くまざわ書店　宇都宮店 栃木県

宮脇書店　イオンタウン佐野店 栃木県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店 栃木県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大田原店 栃木県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　小山店 栃木県

とらのあな　宇都宮店 栃木県

ハートブックス　ＴＳＵＴＡＹＡなすの店 栃木県

ゲオ　佐野高萩店 栃木県

ゲオ　間々田店 栃木県

ゲオ　足利鹿島店 栃木県

ゲオ　大平店 栃木県

ゲオ　東峰町店 栃木県

ゲオ　からす山店 栃木県

ゲオ　羽川店 栃木県

ゲオ　並木店 栃木県

紀伊國屋書店　前橋店 群馬県

メロンブックス　高崎店 群馬県

くまざわ書店　伊勢崎店 群馬県

文真堂書店　上原店 群馬県

文真堂　安中店 群馬県

文真堂書店　小出店 群馬県

文真堂書店　片貝店 群馬県

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

タイムクリップ　渋川中央店 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

ゲオ　笠懸店 群馬県

ゲオ　新里店 群馬県

ゲオ　内ケ島店 群馬県

ゲオ　館林店 群馬県

ゲオ　赤堀店 群馬県

ゲオ　伊勢崎南店 群馬県



ゲオ　藤岡店 群馬県

ゲオ　飯塚店 群馬県

ゲオ　連取店 群馬県

ゲオ　片貝店 群馬県

ゲオ　西吉井店 群馬県

蔦屋書店　伊勢崎茂呂店 群馬県

蔦屋書店　太田店 群馬県

蔦屋書店　前橋吉岡店 群馬県

ＴＳＵＴＡＹＡ　安中店 群馬県

蔦屋書店　前橋みなみモール店 群馬県

ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽 埼玉県

リブロ　ららぽーと富士見店 埼玉県

ジュンク堂書店　大宮高島屋店 埼玉県

須原屋　武蔵浦和店 埼玉県

蔦屋書店　フォレオ菖蒲店 埼玉県

須原屋　川口前川店 埼玉県

メロンブックス　大宮店 埼玉県

くまざわ書店　アズセカンド店 埼玉県

くまざわ書店　宮原店 埼玉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店 埼玉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　越谷店 埼玉県

コミックとらのあな　大宮店 埼玉県

タイムクリップ　幸手店 埼玉県

文真堂書店　美土里店 埼玉県

アニメイト　大宮コミック館 埼玉県

ゲオ　フレスポ八潮店 埼玉県

ゲオ　草加新田店 埼玉県

ゲオ　毛呂山店 埼玉県

ゲオ　大沼店 埼玉県

ゲオ　飯能柳町店 埼玉県

ゲオ　上尾中妻店 埼玉県

ゲオ　鴻巣店 埼玉県

ゲオ　新行田店 埼玉県

ゲオ　東松山店 埼玉県

ゲオ　深谷上柴店 埼玉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　大宮指扇店 埼玉県

蔦屋書店　フォレオ菖蒲店 埼玉県

蔦屋書店　本庄早稲田店 埼玉県

蔦屋書店　東松山店 埼玉県



TSUTAYA　BOOKSTORE　ふじみ野店 埼玉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ビーンズ西川口

店
埼玉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ハレノテラス東大宮店 埼玉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　みはら店 埼玉県

グリーンブック　秩父店 埼玉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　春日部店 埼玉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　籠原店 埼玉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ヶ島店 埼玉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　北本店 埼玉県

蔦屋書店　熊谷店 埼玉県

蔦屋書店　滑川店 埼玉県

山下書店　南行徳店 千葉県

紀伊國屋書店　流山おおたかの森店 千葉県

アニメイト　柏店 千葉県

ＫａＢｏＳ　ららぽーと柏の葉店 千葉県

ジュンク堂書店　南船橋店 千葉県

蔦屋書店　茂原店 千葉県

メロンブックス　柏店 千葉県

メロンブックス　千葉店 千葉県

くまざわ書店　津田沼店 千葉県

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　津田沼Ｐ店 千葉県

くまざわ書店　蘇我店 千葉県

くまざわ書店　松戸店 千葉県

宮脇書店　印西牧の原店 千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　成東店 千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鎌ケ谷店 千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　八街店 千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店 千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店 千葉県

コミックとらのあな　千葉店 千葉県

アニメイト　千葉店 千葉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　市原五井店 千葉県

精文館書店　木更津店 千葉県

三洋堂書店　岬店 千葉県

三洋堂書店　市原牛久店 千葉県

三洋堂書店　東習志野店 千葉県

ゲオ　富里店 千葉県

ゲオ　君津外箕輪店 千葉県



ゲオ　銚子清川町店 千葉県

ゲオ　香取小見川店 千葉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　千葉寺店 千葉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　おゆみ野店 千葉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　花見川店 千葉県

精文館書店　イオンタウンおゆみ野店 千葉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　館山店 千葉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　勝田台店 千葉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　木更津店 千葉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　市原五井店 千葉県

蔦屋書店　茂原店 千葉県

文教堂書店　二子玉川店 東京都

ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 東京都

真光書店　本店 東京都

有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店 東京都

ブックファースト　六本木店 東京都

アニメイト　町田店 東京都

啓文堂書店　府中本店 東京都

今野書店　コミック店 東京都

三省堂書店　アトレ秋葉原１ 東京都

ブックスルーエ 東京都

明屋書店　中野ブロードウェイ店 東京都

ゲーマーズ　町田店 東京都

ゲーマーズ　秋葉原本店 東京都

ブックファースト　新宿店 東京都

書泉芳林堂書店　高田馬場店 東京都

オリオン書房　アレア店 東京都

ブックエキスプレス　大崎店 東京都

ジュンク堂書店　池袋本店 東京都

博文堂書店　田無店 東京都

明正堂　アトレ上野店 東京都

ゲーマーズ　新宿店 東京都

メロンブックス　秋葉原店 東京都

メロンブックス　八王子店 東京都

メロンブックス　蒲田店 東京都

メロンブックス　池袋店 東京都

メロンブックス　新宿店 東京都

メロンブックス　立川店 東京都

ブックエキスプレス　エキュート赤羽店 東京都



くまざわ書店　八王子店 東京都

くまざわ書店　錦糸町店 東京都

くまざわ書店　桜ヶ丘店 東京都

くまざわ書店　武蔵小金井北口店 東京都

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　東急蒲田店 東京都

くまざわ書店　グランデュオ蒲田店 東京都

くまざわ書店　品川店 東京都

くまざわ書店　浅草店 東京都

くまざわ書店　八王子南口店 東京都

くまざわ書店　昭島店 東京都

コミックとらのあな　秋葉原店Ａ 東京都

コミックとらのあな　秋葉原店Ｃ 東京都

とらのあな　池袋店Ａ 東京都

コミックとらのあな　新宿店Ａ 東京都

とらのあな　町田店 東京都

とらのあな　立川店 東京都

アニメイト　池袋本店 東京都

アニメイト　町田店 東京都

アニメイト　秋葉原店 東京都

アニメイト　新宿店 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

啓文堂書店　高幡店 東京都

啓文堂書店　高尾店 東京都

啓文堂書店　豊田店 東京都

啓文堂書店　多摩センター店 東京都

啓文堂書店　下高井戸店 東京都

啓文堂書店　仙川店 東京都

啓文堂書店　鶴川店 東京都

啓文堂書店　渋谷店 東京都

啓文堂書店　三鷹店 東京都

啓文堂書店　つつじヶ丘店 東京都

啓文堂書店　狛江店 東京都

蔦屋書店　上野店 東京都

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　五反田店 東京都

ＴＳＵＴＡＹＡ　馬事公苑店 東京都

ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店 東京都

ＴＳＵＴＡＹＡ　大森町駅前店 東京都

ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 東京都

ＴＳＵＴＡＹＡ　鷺宮店 東京都



ＴＳＵＴＡＹＡ　町屋店 東京都

ＴＳＵＴＡＹＡ　光が丘店 東京都

ＴＳＵＴＡＹＡ　アトレヴィ田端店 東京都

ＴＳＵＴＡＹＡ　石神井台店 東京都

蔦屋書店　練馬春日町店 東京都

ＴＳＵＴＡＹＡ　亀有店 東京都

ＴＳＵＴＡＹＡ　船堀店 東京都

ＴＳＵＴＡＹＡ　三鷹北口店 東京都

蔦屋書店　フレスポ府中店 東京都

蔦屋書店　八王子みなみ野店 東京都

蔦屋書店　八王子楢原店 東京都

ＴＳＵＴＡＹＡ　羽村店 東京都

文教堂書店　中央林間店 神奈川県

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店 神奈川県

三省堂書店　小田原店 神奈川県

ＴＳＵＴＡＹＡ　辻堂駅前店 神奈川県

ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店 神奈川県

八重洲ブックセンター　京急上大岡店 神奈川県

くまざわ書店　横須賀店 神奈川県

有隣堂　厚木店 神奈川県

丸善　ラゾーナ川崎店 神奈川県

アニメイト　本厚木店 神奈川県

書泉芳林堂書店　関内店 神奈川県

住吉書房　登戸店 神奈川県

メロンブックス　横浜店 神奈川県

くまざわ書店　横須賀店 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

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店 神奈川県

くまざわ書店　鶴見店 神奈川県

くまざわ書店　さぎ沼店 神奈川県

くまざわ書店　ジョイナステラス二俣川店 神奈川県

コミックとらのあな　横浜店 神奈川県

とらのあな　湘南藤沢店 神奈川県

アニメイト　横浜店 神奈川県

啓文堂書店　橋本駅店 神奈川県

啓文堂書店　稲田堤店 神奈川県

蔦屋書店　港北ミナモ店 神奈川県

蔦屋書店　青葉奈良店 神奈川県



精文館書店　下瀬谷店 神奈川県

ＴＳＵＴＡＹＡ　向ヶ丘遊園店 神奈川県

ＴＳＵＴＡＹＡ　横須賀粟田店 神奈川県

蔦屋書店　厚木戸室店 神奈川県

ＴＳＵＴＡＹＡ　横山店 神奈川県

ＴＳＵＴＡＹＡ　さがみ野駅前店 神奈川県

蔦屋書店　大和下鶴間店 神奈川県

ＴＳＵＴＡＹＡ　辻堂駅前店 神奈川県

ＮＥＴ２１英進堂新潟店 新潟県

戸田書店　長岡店 新潟県

メロンブックス　新潟店 新潟県

コミックとらのあな　新潟店 新潟県

ゲオ　塩沢店 新潟県

ゲオ　上越高田店 新潟県

蔦屋書店　南笹口店 新潟県

蔦屋書店　新潟中央インター店 新潟県

蔦屋書店　長岡新保店 新潟県

蔦屋書店　ベルパルレ寺尾店 新潟県

蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店 新潟県

蔦屋書店　長岡古正寺店 新潟県

蔦屋書店　新潟万代 新潟県

蔦屋書店　河渡店 新潟県

蔦屋書店　新通店 新潟県

蔦屋書店　佐渡佐和田店 新潟県

蔦屋書店　県央店 新潟県

蔦屋書店　豊栄店 新潟県

蔦屋書店　小千谷店 新潟県

蔦屋書店　柏崎岩上店 新潟県

蔦屋書店　小出店 新潟県

蔦屋書店　新津店 新潟県

蔦屋書店　横越バイパス店 新潟県

蔦屋書店　新発田店 新潟県

ＢＯＯＫＳなかだ　砺波店 富山県

文苑堂書店　戸出店 富山県

明文堂書店　富山有沢橋店 富山県

文苑堂書店　清水町店 富山県

文苑堂書店　示野本店 石川県

うつのみや　上林店 石川県

明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店 石川県



ＢＯＯＫＳなかだ　かほく店 石川県

うつのみや　金沢工大前店 石川県

ゲオ　新輪島店 石川県

ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店 石川県

三洋堂書店　小浜店 福井県

ＴＳＵＴＡＹＡ　春江店 福井県

ＴＳＵＴＡＹＡ　神明店 福井県

ＴＳＵＴＡＹＡ　若杉店 福井県

ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店 福井県

天真堂書店　甲府国母店 山梨県

天真堂書店　塩山店 山梨県

くまざわ書店　双葉店 山梨県

ＴＳＵＴＡＹＡ　南アルプスガーデン店 山梨県

ＴＳＵＴＡＹＡ　甲府バイパス店 山梨県

平安堂　飯田店 長野県

平安堂　更埴店 長野県

平安堂　諏訪店 長野県

文教堂　ＪＯＹ松本店 長野県

メロンブックス　長野店 長野県

三洋堂書店　駒ヶ根店 長野県

蔦屋書店　千曲屋代店 長野県

ＴＳＵＴＡＹＡ　北松本店 長野県

ＴＳＵＴＡＹＡ　上田バイパス店 長野県

ＴＳＵＴＡＹＡ　南松本店 長野県

蔦屋書店　諏訪中洲店 長野県

蔦屋書店　長野徳間店 長野県

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊那店 長野県

蔦屋書店　上田大屋店 長野県

蔦屋書店　長野川中島店 長野県

蔦屋書店　佐久小諸店 長野県

蔦屋書店　佐久野沢店 長野県

蔦屋書店　大町店 長野県

蔦屋書店　須坂店 長野県

蔦屋書店　中野店 長野県

ＴＳＵＴＡＹＡ　駒ヶ根店 長野県

蔦屋書店　豊科店 長野県

ＴＳＵＴＡＹＡ　箕輪店 長野県

丸善　岐阜店 岐阜県

こみかるはうす　可児店 岐阜県



ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店 岐阜県

ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店 岐阜県

三洋堂書店　高山店 岐阜県

三洋堂書店　長良店 岐阜県

三洋堂書店　土岐店 岐阜県

三洋堂書店　穂積店 岐阜県

三洋堂書店　みのかも店 岐阜県

三洋堂書店　新関店 岐阜県

三洋堂書店　新恵那店 岐阜県

三洋堂書店　各務原店 岐阜県

三洋堂書店　せき東店 岐阜県

三洋堂書店　垂井店 岐阜県

三洋堂書店　下恵土店 岐阜県

三洋堂書店　こくふ店 岐阜県

三洋堂書店　市橋店 岐阜県

三洋堂書店　中つ川店 岐阜県

三洋堂書店　大野店 岐阜県

三洋堂書店　高富店 岐阜県

三洋堂書店　多治見南店 岐阜県

三洋堂書店　大和店 岐阜県

三洋堂書店　新大垣店 岐阜県

三洋堂書店　川辺店 岐阜県

三洋堂書店　たじみ店 岐阜県

三洋堂書店　南濃店 岐阜県

三洋堂書店　本巣店 岐阜県

三洋堂書店　養老店 岐阜県

三洋堂書店　瑞浪中央店 岐阜県

三洋堂書店　西可児店 岐阜県

三洋堂書店　芥見店 岐阜県

三洋堂書店　ルビットタウン中津川店 岐阜県

ゲオ　高山昭和店 岐阜県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　モレラ岐阜 岐阜県

草叢ＢＯＯＫＳ　各務原店 岐阜県

戸田書店　富士店 静岡県

明屋書店　イケヤ高丘店 静岡県

明屋書店　浜松渡瀬店 静岡県

アマノ　有玉店 静岡県

マルサン書店　サントムーン店 静岡県

マルサン書店　富士店 静岡県



アマノ　三方原店 静岡県

アマノ　入野店 静岡県

谷島屋　サンストリート浜北店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　清水春日店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐鳴台店 静岡県

ＮＥＴ２１吉見書店長田店 静岡県

戸田書店　静岡本店 静岡県

谷島屋　富士宮店 静岡県

マルサン書店　仲見世店 静岡県

メロンブックス　静岡店 静岡県

コミックとらのあな　静岡店 静岡県

ゲオ　掛川大池店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐鳴台店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　領家店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　豊田町店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝瀬戸新屋店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　御殿場店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　函南店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　袋井国本店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　富士本吉原店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　グランリバー大井川店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　浜松中央店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　清水春日店 静岡県

あおい書店（らくだ）　上里店 愛知県

ジュンク堂書店　ロフト名古屋店 愛知県

ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ稲沢東店 愛知県

紀伊國屋書店　名古屋空港店 愛知県

星野書店　近鉄パッセ店 愛知県

ザ・リブレット　イオン東浦店 愛知県

こみかるはうす　新瀬戸店 愛知県

こみかるはうす　ベルコート店 愛知県

ゲーマーズ　名古屋店 愛知県

メロンブックス　名古屋店 愛知県

メロンブックス　豊橋店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店 愛知県



ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店 愛知県

コミックとらのあな　名古屋店 愛知県

とらのあな　大須店 愛知県

アニメイト　名古屋店 愛知県

精文館書店　新豊田店 愛知県

精文館書店　豊明店 愛知県

精文館書店　尾張一宮店 愛知県

三洋堂書店　上前津店 愛知県

三洋堂書店　梅坪店 愛知県

三洋堂書店　豊川店 愛知県

三洋堂書店　本新店 愛知県

三洋堂書店　半田店 愛知県

三洋堂書店　鳥居松店 愛知県

三洋堂書店　高浜店 愛知県

三洋堂書店　清洲店 愛知県

三洋堂書店　ひしの店 愛知県

三洋堂書店　大田川店 愛知県

三洋堂書店　乙川店 愛知県

三洋堂書店　西尾店 愛知県

三洋堂書店　新開橋店 愛知県

三洋堂書店　砂田橋店 愛知県

三洋堂書店　城山店 愛知県

三洋堂書店　大ぐち店 愛知県

三洋堂書店　江南店 愛知県

三洋堂書店　当知店 愛知県

三洋堂書店　碧南店 愛知県

三洋堂書店　かぐ山店 愛知県

三洋堂書店　こまき店 愛知県

三洋堂書店　いりなか店 愛知県

三洋堂書店　中野橋店 愛知県

三洋堂書店　志段味店 愛知県

三洋堂書店　よもぎ店 愛知県

ゲオ　クラスポ蒲郡店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　中島新町店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックセンター名豊緑店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックセンター名豊大府店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ミユキモール庄内通店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　上小田井店 愛知県



ＴＳＵＴＡＹＡ　汐田橋店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックセンター名豊刈谷店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　高蔵寺店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　安城店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　蒲郡店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　荒尾店 愛知県

ヨシヅヤ津島北テラス　ＴＳＵＴＡＹＡ　新津島店 愛知県

精文館書店　西尾店 愛知県

精文館書店　安城店 愛知県

コメリ書房　松阪店 三重県

ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店 三重県

ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店 三重県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店 三重県

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢上地店 三重県

宮脇書店　四日市本店 三重県

三洋堂書店　富田店 三重県

三洋堂書店　星川店 三重県

三洋堂書店　白塚店 三重県

三洋堂書店　名張店 三重県

三洋堂書店　生桑店 三重県

三洋堂書店　桑名店 三重県

三洋堂書店　北勢店 三重県

三洋堂書店　サーキット通り店 三重県

三洋堂書店　芸濃店 三重県

ゲオ　志摩店 三重県

ゲオ　鈴鹿磯山店 三重県

ＴＳＵＴＡＹＡ　上野店 三重県

ブックハウスひらがき　Ａスクエア店 滋賀県

本のがんこ堂　石山駅前店 滋賀県

サンミュージック　ハイパーブックス駒井沢店 滋賀県

ジュンク堂書店　滋賀草津店 滋賀県

三洋堂書店　近江八幡店 滋賀県

三洋堂書店　八日市店 滋賀県

三洋堂書店　長浜店 滋賀県

三洋堂書店　豊さと店 滋賀県

三洋堂書店　高月店 滋賀県

ＴＳＵＴＡＹＡ　水口店 滋賀県

ＴＳＵＴＡＹＡ　甲西店 滋賀県

大垣書店　イオンモール京都桂川店 京都府



まるぜん書店　野田川店 京都府

宮脇書店　亀岡店 京都府

文教堂書店　京都店 京都府

大垣書店　京都ヨドバシ店 京都府

メロンブックス　京都店 京都府

くまざわ書店　桃山店 京都府

コミックとらのあな　京都店 京都府

平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　小倉店 京都府

ＴＳＵＴＡＹＡ　松井山手駅前店 京都府

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ福知山店 京都府

ＴＳＵＴＡＹＡ　亀岡店 京都府

ＴＳＵＴＡＹＡ　精華台店 京都府

平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　興戸店 京都府

平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　藤の森店 京都府

福家書店　アリオ鳳店 大阪府

コジマブックス　文教堂　茨木店 大阪府

天牛堺書店　天下茶屋店 大阪府

サンミュージック　ハイパーブックス茨木 大阪府

正和堂書店　鶴見店 大阪府

ブックファースト　コミックランド梅田店 大阪府

ジュンク堂書店　天満橋店 大阪府

紀伊國屋書店　梅田本店 大阪府

田村書店　千里中央店 大阪府

大垣書店　高槻店 大阪府

ゲーマーズ　なんば店 大阪府

メロンブックス　大阪日本橋店 大阪府

メロンブックス　梅田店 大阪府

くまざわ書店　阿倍野店 大阪府

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店 大阪府

コミックとらのあな　なんば店Ａ 大阪府

コミックとらのあな　梅田店 大阪府

水嶋書房　くずはモール店 大阪府

アニメイト　布施店 大阪府

アニメイト　大阪日本橋店 大阪府

ブックスタジオ　大阪店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　府大前店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　岸和田上町店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉２６号線店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　深井店 大阪府



ＴＳＵＴＡＹＡ　関西空港店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　貝塚２６号線店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　堺プラットプラット店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　リノアス八尾店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　上新田店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　高槻南店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＧＡＲＡＧＥ　枚方ベルパ

ルレ
大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　寝屋川駅前店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　香里園店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　ビバモール寝屋川店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　長尾店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　牧野高校前店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　八尾老原店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ノ里店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　天美店 大阪府

ジュンク堂書店　芦屋店 兵庫県

エンジョイスペースギルド 兵庫県

アニメイト　姫路店 兵庫県

ＴＳＵＴＡＹＡ　高砂米田店 兵庫県

ジュンク堂書店　姫路店 兵庫県

紀伊國屋書店　川西店 兵庫県

喜久屋書店　北神戸店 兵庫県

うかいや書店　荒井店 兵庫県

アニメイト　川西店 兵庫県

うかいや書店　福崎店 兵庫県

うかいや書店　太子南店 兵庫県

ゲーマーズ　神戸三宮店 兵庫県

ジュンク堂書店　西宮店 兵庫県

ＮＥＴ２１宝塚サンクスソリオ店 兵庫県

メロンブックス　神戸店 兵庫県

くまざわ書店　あまがさき店 兵庫県

くまざわ書店　加古川店 兵庫県

宮脇書店　洲本店 兵庫県

コミックとらのあな　三宮店 兵庫県

安井書店　ブックランド店 兵庫県

ＴＳＵＴＡＹＡ　西鈴蘭台店 兵庫県

ＴＳＵＴＡＹＡ　熊見店 兵庫県

ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路飾磨店 兵庫県



ＴＳＵＴＡＹＡ　宝塚店 兵庫県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ豊岡店 兵庫県

ＴＳＵＴＡＹＡ　高砂米田店 兵庫県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　新三田店 兵庫県

ＴＳＵＴＡＹＡ　太子店 兵庫県

ＴＳＵＴＡＹＡ　三木店 兵庫県

宮脇書店　大和高田店 奈良県

喜久屋書店　大和郡山店 奈良県

三洋堂書店　橿原神宮店 奈良県

三洋堂書店　桜井店 奈良県

三洋堂書店　大安寺店 奈良県

三洋堂書店　香芝店 奈良県

三洋堂書店　榛原店 奈良県

三洋堂書店　平群店 奈良県

ＴＳＵＴＡＹＡ　アクロスプラザ橿原店 奈良県

宮脇書店　ロイネット和歌山店 和歌山県

本と文具ツモリ　西部店 和歌山県

ブックアベニュー紀州屋 和歌山県

くまざわ書店　和歌山ＭＩＯ店 和歌山県

宮脇書店　ロイネット和歌山店 和歌山県

今井書店　湖山メディア館 鳥取県

今井書店　境港店 鳥取県

今井書店　吉成コミック店 鳥取県

今井書店　田園町店 鳥取県

今井書店　倉吉店 鳥取県

今井書店　倉吉パープルタウン店 鳥取県

今井書店　錦町店 鳥取県

ＴＳＵＴＡＹＡ　角盤町店 鳥取県

今井書店　出雲店 島根県

ブックセンターコスモ　出雲店 島根県

今井書店グループセンター店 島根県

今井書店　学園通り店 島根県

今井書店　出雲店 島根県

今井書店　ゆめタウン出雲店 島根県

今井書店　ＡＲＥＡ 島根県

宮脇書店　笹沖店 岡山県

宮脇書店　総社店 岡山県

宮脇書店　岡山本店 岡山県

宮脇書店　連島店 岡山県



宮脇書店　新平島店 岡山県

宮脇書店　笹沖店 岡山県

とらのあな　岡山店 岡山県

アニメイト　岡山店 岡山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　岡山西大寺店 岡山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　古新田店 岡山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　十日市店 岡山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ岡南店 岡山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　水島店 岡山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　玉野店 岡山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　山陽店 岡山県

啓文社　コア福山西店 広島県

フタバ図書　ＴＥＲＡ広島府中店 広島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢丘店 広島県

フタバ図書　アルティアルパーク北棟店 広島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　新涯店 広島県

フタバ図書　ＧＩＧＡ本通店 広島県

フタバ図書　ソフトピア広店 広島県

フタバ図書　ＡＬＴｉ福山本店 広島県

メロンブックス　広島店 広島県

コミックとらのあな　広島店 広島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　可部店 広島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　新涯店 広島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　府中高木店 広島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　駅家店 広島県

くまざわ書店　下関店 山口県

明屋書店　南岩国店 山口県

フタバ図書　ＧＩＧＡフレスタモール岩国店 山口県

明屋書店　ＭＥＧＡ大内店 山口県

くまざわ書店　下関店 山口県

ＴＳＵＴＡＹＡ　防府店 山口県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ロックタウン周南店 山口県

宮脇書店　鴨島店 徳島県

カルチャーシティ平惣　小松島バイパス店 徳島県

ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店 徳島県

南海ブックス 徳島県

ＢＯＯＫＳジュピター 徳島県

宮脇書店　徳島本店 徳島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　北島店 徳島県



くまざわ書店　高松店 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　総本店 香川県

宮脇書店　三豊店 香川県

ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店 香川県

ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店 香川県

メロンブックス　松山店 愛媛県

宮脇書店　新居浜本店 愛媛県

宮脇書店　新松山店 愛媛県

明屋書店　川之江店 愛媛県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＩＬＬ　三津店 愛媛県

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊予店 愛媛県

ＴＳＵＴＡＹＡ　土佐道路店 高知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店 高知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　高岡店 高知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　南国店 高知県

ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂　原田店 福岡県

Ａ’ＢＯＯＫ　穂波店 福岡県

積文館書店　八女店 福岡県

ブックセンタークエスト　小倉本店 福岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　前原店 福岡県

メロンブックス　福岡天神店 福岡県

メロンブックス　小倉店 福岡県

コミックとらのあな　福岡店 福岡県

ジュンク堂書店　福岡店 福岡県

明屋書店　行橋行事店 福岡県

アニメイト　小倉店 福岡県

ゲオ　福津店 福岡県

ゲオ　福岡土井店 福岡県

ゲオ　北九州葛原店 福岡県

ゲオ　福岡姪浜駅前店 福岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　和白店 福岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　中間店 福岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　老司店 福岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　天神駅前福岡ビル店 福岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　福岡空港 福岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　サンリブきふね店 福岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　コスタ行橋店 福岡県



ＴＳＵＴＡＹＡ　合川店 福岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　ゆめタウン大牟田店 福岡県

宮脇書店　佐賀本店 佐賀県

ＴＳＵＴＡＹＡ　唐津店 佐賀県

ＴＳＵＴＡＹＡ　兵庫町店 佐賀県

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊万里店 佐賀県

ＴＳＵＴＡＹＡ　武雄店 佐賀県

ＴＳＵＴＡＹＡ　鳥栖店 佐賀県

ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　鹿島店 佐賀県

ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　佐大通り店 佐賀県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店 長崎県

くまざわ書店　佐世保店 長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ浜町店 長崎県

ゲオ　福江店 長崎県

ゲオ　時津店 長崎県

ゲオ　大村店 長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス東長崎店 長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　深堀店 長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ畝刈店 長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ城山店 長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ浜町店 長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥみらい長崎ＣＯＣ

ＯＷＡＬＫ
長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス愛野店 長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐世保梅田店 長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　広田店 長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店 長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店 長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス有家店 長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ時津店 長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　させぼ五番街店
長崎県

明屋書店　錦店 熊本県

メロンブックス　熊本店 熊本県

ＴＳＵＴＡＹＡ　八代松江店 熊本県

ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店 熊本県

明林堂書店　大分本店 大分県

明屋書店　日田店 大分県

ゲオ　豊後大野店 大分県

ゲオ　大分戸次店 大分県



ゲオ　大分国東店 大分県

ＴＳＵＴＡＹＡ　光吉店 大分県

ＴＳＵＴＡＹＡ　森町店 大分県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　岡富店 宮崎県

ゲオ　日向店 宮崎県

ゲオ　日南店 宮崎県

紀伊國屋書店　鹿児島店 鹿児島県

ゲオ　薩摩川内店 鹿児島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　加世田店 鹿児島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊集院店 鹿児島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　出水本町店 鹿児島県

宮脇書店　太陽書房　美里店 沖縄県

ＴＳＵＴＡＹＡ　首里店 沖縄県

ジュンク堂書店　那覇店 沖縄県

宮脇書店　大山店 沖縄県

アニメイト　那覇国際通り店 沖縄県

ゲオ　名護びいまた店 沖縄県

ゲオ　宮古店 沖縄県

ゲオ　ＡＢＬＯうるま店 沖縄県

ＴＳＵＴＡＹＡ　泡瀬店 沖縄県

ＴＳＵＴＡＹＡ　名護店 沖縄県

ＴＳＵＴＡＹＡ　石垣店 沖縄県

アニメイト　オンラインショップ 他


