
書店名 都道府県

ゲーマーズ　札幌店 北海道

コミックとらのあな　札幌店 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　北見南大通店 北海道

ゲオ　稚内店 北海道

ゲオ　室蘭東町店 北海道

ゲオ　函館鍛治店 北海道

ゲオ　伊達インター店 北海道

ゲオ　北広島店 北海道

ゲオ　網走店 北海道

ゲオ　八雲店 北海道

ゲオ　紋別店 北海道

ゲオ　滝川東町店 北海道

ゲオ　静内店 北海道

ゲオ　釧路星が浦店 北海道

ゲオ　江別大麻店 北海道

ゲオ　中標津店 北海道

ゲオ　豊平店 北海道

ゲオ　函館昭和店 北海道

ゲオ　西帯広店 北海道

ゲオ　新岩見沢店 北海道

アニメイト　イオン釧路店 北海道

メロンブックス　札幌店 北海道

ＪＯＹＭ　栄町店 青森県

アニメイト　青森店 青森県

金入　下田店 青森県

東山堂　北上店 岩手県

ジュンク堂書店　盛岡店 岩手県

ゲーマーズ　仙台店 宮城県

ブックスなにわ　多賀城店 宮城県

喜久屋書店　仙台店 宮城県

コミックとらのあな　仙台店 宮城県

メロンブックス　仙台店 宮城県

スーパーブックス　八橋店 秋田県

戸田書店　三川店 山形県

ゲオ　寒河江店 山形県

岩瀬書店　富久山店プラスゲオ 福島県



ＴＳＵＴＡＹＡ　船引店 福島県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立中央店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店 茨城県

ゲオ　河和田店 茨城県

ゲオ　牛久中央店 茨城県

ゲオ　三和店 茨城県

ゲオ　木田余店 茨城県

ゲオ　土浦店 茨城県

フタバ図書　ＴＥＲＡ守谷店 茨城県

メロンブックス　水戸店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店 栃木県

とらのあな　宇都宮店 栃木県

ゲオ　佐野高萩店 栃木県

ゲオ　足利鹿島店 栃木県

ゲオ　大平店 栃木県

ゲオ　間々田店 栃木県

ゲオ　からす山店 栃木県

ゲオ　東峰町店 栃木県

ゲオ　羽川店 栃木県

ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店 栃木県

メロンブックス　宇都宮店 栃木県

くまざわ書店　伊勢崎店 群馬県

戸田書店　沼田店 群馬県

文真堂書店　片貝店 群馬県

文真堂書店　上中居店 群馬県

文真堂書店　小出店 群馬県

文真堂　安中店 群馬県

文真堂書店　原町店 群馬県

文真堂書店　上原店 群馬県

ゲオ　笠懸店 群馬県

ゲオ　内ケ島店 群馬県

ゲオ　片貝店 群馬県

ゲオ　館林店 群馬県

ゲオ　新里店 群馬県

ゲオ　飯塚店 群馬県

ゲオ　赤堀店 群馬県

メロンブックス　高崎店 群馬県



ゲーマーズ　大宮店 埼玉県

宮脇書店　行田持田店 埼玉県

アニメイト　イオンレイクタウン店 埼玉県

蔦屋書店　フォレオ菖蒲店 埼玉県

書泉芳林堂書店　みずほ台店 埼玉県

タイムクリップ　秩父黒谷店 埼玉県

タイムクリップ　幸手店 埼玉県

コミックとらのあな　大宮店 埼玉県

ゲオ　フレスポ八潮店 埼玉県

ゲオ　毛呂山店 埼玉県

ゲオ　大沼店 埼玉県

ゲオ　草加新田店 埼玉県

ゲオ　深谷上柴店 埼玉県

ゲオ　北本店 埼玉県

ゲオ　鴻巣店 埼玉県

宮脇書店　朝霞店 埼玉県

フタバ図書　ＧＩＧＡ大宮店 埼玉県

フタバ図書　ＧＩＧＡ上里店 埼玉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　レイクタウン 埼玉県

メロンブックス　大宮店 埼玉県

ゲーマーズ　津田沼店 千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店 千葉県

オークスブックセンター　都町店 千葉県

アニメイト　柏店 千葉県

文教堂書店　八千代緑が丘店 千葉県

コミックとらのあな　通信販売部 千葉県

コミックとらのあな　千葉店 千葉県

ゲオ　富里店 千葉県

ゲオ　銚子清川町店 千葉県

ゲオ　君津外箕輪店 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

ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 東京都

ゲーマーズ　池袋店 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

ゲーマーズ　新宿店 東京都

ゲーマーズ　立川店 東京都

真光書店　本店 東京都



ブックショップ書楽 東京都

烏山書房 東京都

啓文堂書店　府中本店 東京都

啓文堂書店　桜上水店 東京都

ジュンク堂書店　池袋本店 東京都

オリオン書房　ノルテ店 東京都

くまざわ書店　武蔵小金井北口店 東京都

くまざわ書店　調布店 東京都

書泉グランデ 東京都

啓文堂書店　高尾店 東京都

コミックとらのあな　新宿店Ａ 東京都

コミックとらのあな　秋葉原店Ａ 東京都

とらのあな　池袋店Ａ 東京都

コミックとらのあな　秋葉原店Ｃ 東京都

文真堂書店　足立花畑店 東京都

とらのあな　立川店 東京都

とらのあな　町田店 東京都

ＴＳＵＴＡＹＡ　三鷹北口店 東京都

文教堂書店　広尾店 東京都

ブックエキスプレス　エキュート赤羽店 東京都

ＣＯＭＩＣ　ＺＩＮ　秋葉原店 東京都

フタバ図書　ＴＥＲＡ南砂町店 東京都

フタバ図書　ＧＩＧＡ箱根ヶ崎店 東京都

アニメイト　町田店 東京都

ブックスルーエ 東京都

成文堂　巣鴨駅前店 東京都

ＮＥＴ２１ブックスページワンＩＹ赤羽店 東京都

書泉ブックタワー 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

ゲーマーズ　横浜店 神奈川県

有隣堂　横浜駅西口店 神奈川県

Ｂｏｏｋプラザ文華堂 神奈川県

あおい書店　上大岡店 神奈川県

三省堂書店　小田原店 神奈川県



アニメイト　横浜店 神奈川県

北野書店　本店 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

紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店 神奈川県

メロンブックス　横浜店 神奈川県

緑岡書店 新潟県

知遊堂　亀貝店 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

ＮＥＴ２１英進堂新潟店 新潟県

メロンブックス　新潟店 新潟県

天真堂書店　塩山店 山梨県

天真堂書店　甲府国母店 山梨県

平安堂　飯田店 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

大洞堂　羽島店 岐阜県

喜久屋書店　大垣店 岐阜県

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店 岐阜県

丸善　岐阜店 岐阜県

ゲオ　高山昭和店 岐阜県

戸田書店　富士宮店 静岡県

マルサン書店　サントムーン店 静岡県

アマノ　三方原店 静岡県

ゲーマーズ　沼津店 静岡県

ＮＥＴ２１島田いろは堂宮川店 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

アニメイト　静岡店 静岡県

アマノ　アクト北店 静岡県

メロンブックス　静岡店 静岡県

ゲーマーズ　名古屋店 愛知県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　名古屋大須店 愛知県

ちくさ正文館書店　ターミナル店 愛知県

ザ・リブレット　イオン東浦店 愛知県

ジュンク堂書店　ロフト名古屋店 愛知県

本の王国　豊田吉原店 愛知県



三省堂書店　名古屋本店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン弥富店 愛知県

コミックとらのあな　名古屋店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店 愛知県

とらのあな　大須店 愛知県

三洋堂書店　上前津店 愛知県

ゲオ　クラスポ蒲郡店 愛知県

三洋堂書店　本新店 愛知県

三洋堂書店　梅坪店 愛知県

三洋堂書店　西尾店 愛知県

精文館書店　新豊田店 愛知県

アニメイト　東岡崎店 愛知県

本の王国　刈谷店 愛知県

フタバ図書　ＴＥＲＡワンダーシティ店 愛知県

星野書店　近鉄パッセ店 愛知県

アニメイト　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

宮脇書店　久居インター店 三重県

ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店 三重県

ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店 三重県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店 三重県

ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店 三重県

ゲオ　志摩店 三重県

ゲオ　鈴鹿磯山店 三重県

喜久屋書店　草津店 滋賀県

大垣書店　二条駅店 京都府

大垣書店　イオンモール京都桂川店 京都府

ゲーマーズ　京都店 京都府

宮脇書店　亀岡店 京都府

富士書房　大久保店 京都府

大垣書店　京都ヨドバシ店 京都府

大垣書店　高野店 京都府

コミックとらのあな　京都店 京都府

未来屋書店　高の原店 京都府

富士書房　新田辺店 京都府

メロンブックス　京都店 京都府



ゲーマーズ　なんば店 大阪府

ゲーマーズ　梅田店 大阪府

コジマブックス　文教堂　茨木店 大阪府

わんだーらんど　なんば店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 大阪府

コミックとらのあな　なんば店Ａ 大阪府

アニメイト　大阪日本橋店 大阪府

コミックとらのあな　梅田店 大阪府

コミックランド　ヒバリヤ 大阪府

喜久屋書店　漫画館阿倍野店 大阪府

虎谷誠々堂　ロサヴィア店 大阪府

ブックスタジオ　大阪店 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

アニメイト　姫路店 兵庫県

ジュンク堂書店　三宮駅前店 兵庫県

うかいや書店　太子南店 兵庫県

喜久屋書店　北神戸店 兵庫県

ゲーマーズ　神戸三宮店 兵庫県

コミックとらのあな　三宮店 兵庫県

宮脇書店　洲本店 兵庫県

メロンブックス　神戸店 兵庫県

本と文具ツモリ　西部店 和歌山県

ＷＡＹ　オークワ本社店 和歌山県

ブックアベニュー紀州屋 和歌山県

ＢｏｏｋＹａｒｄＣＨＡＰＴＥＲ１ 鳥取県

ブックセンターコスモ　出雲店 島根県

ブックセンタージャスト　浜田店 島根県

アニメイト　岡山店 岡山県

紀伊國屋書店　クレド岡山店 岡山県

とらのあな　岡山店 岡山県

フタバ図書　ＭＥＧＡ岡山青江店 岡山県

ジュンク堂書店　広島駅前店 広島県

コミックとらのあな　広島店 広島県

アニメイト　広島店 広島県

フタバ図書　ＡＬＴｉ福山本店 広島県

フタバ図書　アルティアルパーク北棟店 広島県

フタバ図書　ＴＥＲＡ広島府中店 広島県

フタバ図書　ＭＥＧＡ祇園中筋店 広島県



フタバ図書　ＧＩＧＡ広島駅前店 広島県

フタバ図書　ＧＩＧＡ宇品店 広島県

フタバ図書　ラフォーレ 広島県

フタバ図書　ソフトピア広店 広島県

フタバ図書　ＧＩＧＡ呉駅レクレ店 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　五日市駅前店 広島県

フタバ図書　ソフトピア海田店 広島県

フタバ図書　ソフトピア可部センター店 広島県

フタバ図書　ソフトピア大竹店 広島県

フタバ図書　ソフトピア三次店 広島県

フタバ図書　広大前店 広島県

フタバ図書　ＧＩＧＡ上安店 広島県

フタバ図書　ＧＩＧＡ高陽店 広島県

フタバ図書　ＧＩＧＡ祗園店 広島県

フタバ図書　ＧＩＧＡ五日市店 広島県

フタバ図書　ＧＩＧＡ本通店 広島県

フタバ図書　ジ　アウトレット広島店 広島県

フタバ図書　八丁堀店 広島県

フタバ図書　横川店 広島県

フタバ図書　ゆめタウン黒瀬店 広島県

フタバ図書　広電楽々園店 広島県

メロンブックス　広島店 広島県

フタバ図書　ＧＩＧＡフレスタモール岩国店 山口県

フタバ図書　ＧＩＧＡ防府店 山口県

宮脇書店　徳山店 山口県

カルチャーシティ平惣　石井店　ＢＯＯＫ館 徳島県

ＢＯＯＫＳジュピター 徳島県

南海ブックス 徳島県

宮脇書店　南本店 香川県

ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店 香川県

明屋書店　松山本店 愛媛県

メロンブックス　松山店 愛媛県

ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂　原田店 福岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　前原店 福岡県

ゲーマーズ　博多店 福岡県

ゲーマーズ　小倉店 福岡県

ジュンク堂書店　福岡店 福岡県

アニメイト　福岡天神店 福岡県



コミックとらのあな　福岡店 福岡県

丸善　博多店 福岡県

ゲオ　福津店 福岡県

ゲオ　福岡姪浜駅前店 福岡県

ゲオ　福岡土井店 福岡県

ゲオ　北九州葛原店 福岡県

アニメイト　イオンモール筑紫野 福岡県

フタバ図書　ＴＥＲＡイオンモール福岡店 福岡県

フタバ図書　ＧＩＧＡ今宿店 福岡県

フタバ図書　ＧＩＧＡ福大前店 福岡県

フタバ図書　ＧＩＧＡ春日店 福岡県

アニメイト　小倉店 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

メトロ書店　本店 長崎県

ゲオ　時津店 長崎県

ゲオ　大村店 長崎県

ゲオ　福江店 長崎県

アニメイト　佐世保店 長崎県

明林堂書店　長嶺店 熊本県

アニメイト　熊本店 熊本県

メロンブックス　熊本店 熊本県

ゲオ　豊後大野店 大分県

ゲオ　大分国東店 大分県

田中書店　川東店 宮崎県

ゲオ　日向店 宮崎県

ゲオ　日南店 宮崎県

ゲオ　薩摩川内店 鹿児島県

ジュンク堂書店　那覇店 沖縄県

ゲオ　名護びいまた店 沖縄県

ゲオ　宮古店 沖縄県


