
書店名 都道府県

メロンブックス　札幌店 北海道

コミックとらのあな　札幌店 北海道

紀伊國屋書店　札幌本店 北海道

アニメイト　イオン釧路店 北海道

アニメイト　札幌店 北海道

金入　下田店 青森県

アニメイト　弘前店 青森県

アニメイト　八戸店 青森県

アニメイト　盛岡店 岩手県

メロンブックス　仙台店 宮城県

コミックとらのあな　仙台店 宮城県

ゲーマーズ　仙台店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台荒井店 宮城県

アニメイト　仙台店 宮城県

スーパーブックス　八橋店 秋田県

アニメイト　秋田店 秋田県

こまつ書店　鈴川店 山形県

こまつ書店　東根店 山形県

アニメイト　山形店 山形県

岩瀬書店　富久山店プラスゲオ 福島県

西沢書店　北店 福島県

アニメイト　郡山店 福島県

ブックエース　日立鮎川店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　龍ケ崎店 茨城県

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

蔦屋書店　ひたちなか店 茨城県

メロンブックス　水戸店 茨城県

アニメイト　水戸店 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

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　小山店 栃木県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店 栃木県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大田原店 栃木県



とらのあな　宇都宮店 栃木県

アニメイト　宇都宮店 栃木県

メロンブックス　高崎店 群馬県

アニメイト　高崎店 群馬県

ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽 埼玉県

須原屋　アリオ川口店 埼玉県

メロンブックス　大宮店 埼玉県

コミックとらのあな　大宮店 埼玉県

リブロ　ららぽーと富士見店 埼玉県

アニメイト　大宮コミック館 埼玉県

アニメイト　川越店 埼玉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店 千葉県

ゲオ　富里店 千葉県

アニメイト　柏店 千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店 千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　成東店 千葉県

コミックとらのあな　千葉店 千葉県

ジュンク堂書店　柏モディ店 千葉県

メロンブックス　千葉店 千葉県

メロンブックス　柏店 千葉県

アニメイト　津田沼店 千葉県

アニメイト　千葉店 千葉県

啓文堂書店　多摩センター店 東京都

ブックス王子 東京都

啓文堂書店　府中本店 東京都

コミックとらのあな　池袋店Ｂ 東京都

コミックとらのあな　新宿店Ａ 東京都

メロンブックス　秋葉原店 東京都

アニメイト　立川店 東京都

コミックとらのあな　秋葉原店Ａ 東京都

紀伊國屋書店　ららぽーと豊洲店 東京都

ブックファースト　新宿店 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

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

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

メロンブックス　池袋店 東京都

三省堂書店　池袋本店 東京都

メロンブックス　新宿店 東京都

とらのあな　立川店 東京都

メロンブックス　立川店 東京都

とらのあな　町田店 東京都

アニメイト　秋葉原本館 東京都

アニメイト　池袋本店 東京都

アニメイト　新宿店 東京都

アニメイト　町田店 東京都

アニメイト　八王子店 東京都

アニメイト　蒲田店 東京都

アニメイト　吉祥寺パルコ 東京都

アニメイト　渋谷店 東京都

文教堂書店　星ヶ丘店 神奈川県

Ｂｏｏｋプラザ文華堂 神奈川県

くまざわ書店　相模大野店 神奈川県

メロンブックス　横浜店 神奈川県

アニメイト　小田原店 神奈川県

メロンブックス　通信販売部 神奈川県

コミックとらのあな　横浜店 神奈川県

あおい書店　上大岡店 神奈川県

アニメイト　横浜ビブレ 神奈川県

アニメイト　本厚木店 神奈川県

ゲーマーズ　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　藤沢店 神奈川県

アニメイト　川崎店 神奈川県

アニメイト　マルイファミリー海老名店 神奈川県

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

知遊堂　亀貝店 新潟県

アニメイト　新潟店 新潟県

明文堂書店　富山有沢橋店 富山県

アニメイト　富山店 富山県

うつのみや　上林店 石川県

アニメイト　金沢店 石川県

アニメイト　福井店 福井県



天真堂書店　甲府国母店 山梨県

アニメイト　甲府店 山梨県

平安堂　諏訪店 長野県

平安堂　更埴店 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

アニメイト　長野店 長野県

丸善　岐阜店 岐阜県

アニメイト　岐阜店 岐阜県

マルサン書店　仲見世店 静岡県

戸田書店　沼津店 静岡県

マルサン書店　サントムーン店 静岡県

メロンブックス　静岡店 静岡県

アマノ　三方原店 静岡県

アマノ　入野店 静岡県

宮脇書店　新磐田浅羽店 静岡県

コミックとらのあな　静岡店 静岡県

アニメイト　イオンモール富士宮店 静岡県

ゲオ　掛川大池店 静岡県

アニメイト　静岡パルコ 静岡県

アニメイト　浜松店 静岡県

アニメイト　イオン浜松市野店 静岡県

アニメイト　沼津店 静岡県

ちくさ正文館書店　ターミナル店 愛知県

あおい書店（らくだ）　半田店 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

コミックとらのあな　名古屋店 愛知県

ゲーマーズ　名古屋店 愛知県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　名古屋大須店 愛知県

メロンブックス　豊橋店 愛知県

アニメイト　金山店 愛知県

アニメイト　豊橋店 愛知県

アニメイト　豊田店 愛知県

宮脇書店　久居インター店 三重県

アニメイト　四日市店 三重県

サンミュージック　ハイパーブックス彦根店 滋賀県

サンミュージック　近江八幡店 滋賀県

サンミュージック　長浜店 滋賀県



サンミュージック　ハイパーブックス長浜 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

喜久屋書店　草津店 滋賀県

サンミュージック　ＨＢかがやき通り店 滋賀県

サンミュージック　ハイパーブックス八日市店 滋賀県

サンミュージック　守山店 滋賀県

サンミュージック　ハイパーブックス水口店 滋賀県

サンミュージックハイパーブックス大津京店 滋賀県

宮脇書店　亀岡店 京都府

メロンブックス　京都店 京都府

大垣書店　京都ヨドバシ店 京都府

コミックとらのあな　京都店 京都府

大垣書店　イオンモール京都桂川店 京都府

アニメイト　京都店 京都府

コミックとらのあな　なんば店Ａ 大阪府

メロンブックス　大阪日本橋店 大阪府

大垣書店　高槻店 大阪府

コミックとらのあな　梅田店 大阪府

サンミュージック　ハイパーブックス茨木 大阪府

ゲーマーズ　なんば店 大阪府

コジマブックス　文教堂　茨木店 大阪府

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 大阪府

メロンブックス　梅田店 大阪府

アニメイト　大阪日本橋店 大阪府

アニメイト　梅田店 大阪府

アニメイト　天王寺店 大阪府

アニメイト　京橋店 大阪府

メロンブックス　神戸店 兵庫県

ジュンク堂書店　三宮駅前店 兵庫県

コミックとらのあな　三宮店 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

アニメイト　三宮店 兵庫県

アニメイト　姫路店 兵庫県

啓林堂書店　学園前店 奈良県

本と文具ツモリ　西部店 和歌山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　橋本店 和歌山県

アニメイト　和歌山店 和歌山県



今井書店　吉成コミック店 鳥取県

ブックセンターコスモ　出雲店 島根県

アニメイト　岡山店 岡山県

とらのあな　岡山店 岡山県

紀伊國屋書店　広島店 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

アニメイト　広島店 広島県

アニメイト　福山店 広島県

くまざわ書店　下関店 山口県

南海ブックス 徳島県

メロンブックス　松山店 愛媛県

アニメイト　高知店 高知県

アニメイト　福岡天神店 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

ゲーマーズ　博多店 福岡県

丸善　博多店 福岡県

アニメイト　イオンモール筑紫野 福岡県

アニメイト　小倉店 福岡県

アニメイト　モラージュ佐賀店 佐賀県

アニメイト　佐世保店 長崎県

アニメイト　熊本店 熊本県

メロンブックス　熊本店 熊本県

アニメイト　那覇国際通り店 沖縄県


