
書店名 都道府県

ゲーマーズ　札幌店 北海道

函館　蔦屋書店 北海道

旭川冨貴堂　豊岡店 北海道

紀伊國屋書店　札幌本店 北海道

コーチャンフォー　旭川店 北海道

文教堂　札幌大通駅店 北海道

文教堂書店　函館昭和店 北海道

アニメイト札幌店 北海道

アニメイト旭川店 北海道

アニメイト函館店 北海道

アニメイトイオン釧路 北海道

メロンブックス　札幌店 北海道

成田本店　みなと高台店 青森県

ＮＥＴ２１伊吉書院類家店 青森県

アニメイト八戸店 青森県

アニメイト青森店 青森県

アニメイト弘前店 青森県

さわや書店　イオンタウン釜石店 岩手県

東山堂　イオンモール盛岡南店 岩手県

かんの書店　本店 岩手県

アニメイト盛岡店 岩手県

ゲーマーズ　仙台店 宮城県

ブックセンター湘南　矢本店 宮城県

宮脇書店　佐沼店 宮城県

ヤマト屋書店　中里店 宮城県

喜久屋書店　仙台店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　築館店 宮城県

ブックエキスプレス　仙台北口店 宮城県

ブックＴＯＷＮ　角田店 宮城県

ジュンク堂書店　仙台ＴＲ店 宮城県

アニメイト仙台店 宮城県

ブックスモア　大館店 秋田県

アニメイト秋田店 秋田県

こまつ書店　堀川町店 山形県

未来屋書店　酒田南店 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

文芸堂書店　相馬店 福島県

西沢書店　北店 福島県

アニメイト郡山店 福島県

アニメイトいわき店 福島県

アニメイト福島店 福島県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店 茨城県



ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　境ＦｉＳＳ店 茨城県

アニメイト水戸店 茨城県

アニメイトイオンモール土浦 茨城県

メロンブックス　水戸店 茨城県

ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店 栃木県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店 栃木県

落合書店　宝木店 栃木県

うさぎや　栃木城内店 栃木県

アニメイト宇都宮店 栃木県

アニメイトロブレ小山店 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　桐生店 群馬県

アニメイト　高崎店 群馬県

喜久屋書店　太田店 群馬県

アニメイト太田店 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　朝霞店 埼玉県

成文堂　南浦和店 埼玉県

ツタヤ　ブックストア　ビーンズ戸田公園店 埼玉県

リブロ　ららぽーと富士見店 埼玉県

明文堂書店　川口末広店 埼玉県

ツタヤブックストア　ビーンズ西川口店 埼玉県

須原屋　アリオ川口店 埼玉県

宮脇書店　行田持田店 埼玉県

博文堂書店　千間台店 埼玉県

未来屋書店　羽生店 埼玉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店 埼玉県

ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽 埼玉県

アニメイト大宮店 埼玉県

アニメイト川越店 埼玉県

アニメイト南越谷店 埼玉県

アニメイト所沢店 埼玉県

アニメイト川口店 埼玉県

アニメイトﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲店 埼玉県

アニメイトｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝ店 埼玉県

アニメイト熊谷店 埼玉県

アニメイトららぽーと富士見 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

山下書店　南行徳店 千葉県

幕張　蔦屋書店 千葉県

ときわ書房　新松戸店 千葉県

スーパーブックス　新柏店 千葉県

コミックとらのあな　千葉店 千葉県



宮脇書店　流山店 千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店 千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店 千葉県

ときわ書房　本八幡スクエア店＋ＧＥＯ 千葉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐倉店 千葉県

アニメイト　柏店 千葉県

ときわ書房　本店 千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東金店 千葉県

多田屋　サンピア店 千葉県

山下書店　行徳店 千葉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン館山店 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

アニメイト松戸店 千葉県

アニメイトイオンモール船橋 千葉県

アニメイト木更津店 千葉県

アニメイトアリオ柏店 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

ジュンク堂書店　池袋本店 東京都

丸善　丸の内本店 東京都

今野書店　コミック店 東京都

ゲーマーズ　新宿店 東京都

ゲーマーズ　秋葉原本店 東京都

ＯＤＡＩＢＡゲーマーズ 東京都

アニメイト　秋葉原本館 東京都

書泉ブックタワー 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　桜ヶ丘店 東京都

博文堂書店　田無店 東京都

駅前の本屋まこと 東京都

啓文堂書店　府中本店 東京都

ブックスタマ　福生店 東京都

蔦屋書店　フレスポ府中店 東京都

オリオン書房　ノルテ店 東京都

久美堂　本店 東京都

ＮＥＴ２１千歳船橋店 東京都

三省堂書店　池袋本店 東京都

明屋書店　中野ブロードウェイ店 東京都

紀伊國屋書店　国分寺店 東京都

コミックとらのあな　秋葉原店Ａ 東京都

大和書店 東京都

ゲーマーズ　町田店 東京都

アニメイト立川店 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

アニメイト吉祥寺店 東京都



アニメイト八王子店 東京都

アニメイト渋谷店 東京都

アニメイト蒲田店 東京都

アニメイト聖蹟桜ヶ丘店 東京都

アニメイト多摩センター店 東京都

アニメイトむさし村山店 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

Ｂｏｏｋプラザ文華堂 神奈川県

スーパーブックス　住吉書房　武蔵中原店 神奈川県

くまざわ書店　大船店 神奈川県

文教堂書店　溝ノ口本店 神奈川県

ゲーマーズ　横浜店 神奈川県

ブックエキスプレス　横浜南口店 神奈川県

ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ケ峰駅前店 神奈川県

アニメイト　小田原店 神奈川県

紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店 神奈川県

アニメイト　新百合ヶ丘オーパ 神奈川県

くまざわ書店　横須賀店 神奈川県

ブックポート２０３　大和店 神奈川県

スペース２１　シティモール店 神奈川県

有隣堂　厚木店 神奈川県

アニメイト　本厚木店 神奈川県

アニメイト　藤沢店 神奈川県

アニメイト　横須賀店 神奈川県

アニメイト横浜店 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 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

コメリ書房　柏崎店 新潟県

知遊堂　上越国府店 新潟県

戸田書店　長岡店 新潟県

アニメイト新潟店 新潟県

アニメイト長岡店 新潟県

メロンブックス　新潟店 新潟県

明文堂書店　富山掛尾店 富山県

喜久屋書店　高岡店 富山県

明文堂書店　高岡射水店 富山県

文苑堂書店　戸出店 富山県

アニメイト富山店 富山県

コメリ書房　穴水店 石川県

うつのみや　上林店 石川県



アニメイト金沢店 石川県

宮脇書店　春江店 福井県

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　大和田店 福井県

アニメイト福井店 福井県

天真堂書店　国母店 山梨県

天真堂書店　塩山店 山梨県

宮脇書店　韮崎店 山梨県

アニメイト甲府店 山梨県

文教堂　ＪＯＹ松本店 長野県

平安堂　あづみ野店 長野県

平安堂　上田しおだ野店 長野県

平安堂　諏訪店 長野県

平安堂　飯田店 長野県

ＴＳＵＴＡＹＡ　東松本店 長野県

平安堂　川中島店 長野県

平安堂　上田店 長野県

宮脇書店　松本店 長野県

アニメイト長野店 長野県

アニメイト松本店 長野県

メロンブックス　長野店 長野県

喜久屋書店　大垣店 岐阜県

丸善　岐阜店 岐阜県

アニメイト岐阜店 岐阜県

江崎書店　袋井店 静岡県

ゲーマーズ　沼津店 静岡県

戸田書店　リブレ菊川店 静岡県

戸田書店　掛川西郷店 静岡県

戸田書店　富士店 静岡県

アマノ　アクト北店 静岡県

アマノ　三方原店 静岡県

宮脇書店　新磐田浅羽店 静岡県

焼津谷島屋　登呂田店 静岡県

谷島屋　富士宮店 静岡県

谷島屋　イオンモール浜松志都呂店 静岡県

柏屋書店 静岡県

マルサン書店　駅北店 静岡県

アマノ　有玉店 静岡県

明屋書店　イケヤ高丘店 静岡県

アマノ　入野店 静岡県

アニメイト静岡店 静岡県

アニメイト浜松店 静岡県

アニメイト沼津店 静岡県

アニメイトイオン浜松市野店 静岡県

アニメイトイオンモール富士宮 静岡県

メロンブックス　静岡店 静岡県

滝書店 愛知県

ゲーマーズ　名古屋店 愛知県



ＢＯＯＫＳえみたす　長久手店 愛知県

あおい書店（らくだ）　西尾店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店 愛知県

あおい書店（らくだ）　上里店 愛知県

三省堂書店　名古屋本店 愛知県

草叢ＢＯＯＫＳ　新守山店 愛知県

メロンブックス　名古屋店 愛知県

宮脇書店　尾西店 愛知県

本の王国　刈谷店 愛知県

鎌倉文庫　岡崎南店 愛知県

未来屋書店　岡崎店 愛知県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　名古屋大須店 愛知県

アニメイト　名古屋店 愛知県

アニメイト豊橋店 愛知県

アニメイト東岡崎店 愛知県

アニメイト金山店 愛知県

アニメイト豊田店 愛知県

アニメイトイオン大高店 愛知県

アニメイト栄店 愛知県

メロンブックス　豊橋店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ久居店 三重県

宮脇書店　四日市本店 三重県

コメリ書房　上野店 三重県

本の王国　文化センター前店 三重県

別所書店　津駅店 三重県

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

アニメイトイオン桑名店 三重県

サンミュージック　ＨＢかがやき通り店 滋賀県

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　守山店 滋賀県

アバンティブックセンター　南草津店 滋賀県

サンミュージック　ハイパーブックス駒井沢 滋賀県

サンミュージック　ハイパーブックス八日市 滋賀県

本のがんこ堂　石山駅前店 滋賀県

アニメイトｱﾙ･ﾌﾟﾗｻﾞ草津店 滋賀県

ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店 京都府

アバンティブックセンター　洛北店 京都府

アバンティブックセンター　京都店 京都府

富士書房　大久保店 京都府

富士書房　木津店 京都府

宮脇書店　舞鶴店 京都府

ブックファースト　西院店 京都府

ふたば書房　紫野店 京都府

宮脇書店　亀岡店 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



アニメイトアバンティ京都店 京都府

メロンブックス　京都店 京都府

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 大阪府

ジュンク堂書店　大阪本店 大阪府

ジュンク堂書店　天満橋店 大阪府

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ富田林店 大阪府

ＷＡＹ書店　フレスポしんかな店 大阪府

ゲーマーズ　梅田店 大阪府

ゲーマーズ　なんば店 大阪府

アミーゴ書店　都島店 大阪府

わんだーらんど　なんば店 大阪府

ソフマップ　なんば店ザウルス１ 大阪府

キタモト書店　２号店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 大阪府

キャップ書店　河内長野店 大阪府

田村書店　千里丘店 大阪府

アニメイト天王寺店 大阪府

アニメイト高槻店 大阪府

アニメイト布施店 大阪府

アニメイト京橋店 大阪府

アニメイト大阪日本橋店 大阪府

アニメイト枚方店 大阪府

アニメイト梅田店 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

ジュンク堂書店　神戸住吉店 兵庫県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　福崎店 兵庫県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　新三田店 兵庫県

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ西明石店 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

喜久屋書店　神戸学園都市店 兵庫県

アミーゴ書店　垂水店 兵庫県

アバンティブックセンター　三木志染店 兵庫県

喜久屋書店　西神中央店 兵庫県

宮脇書店　アマゴッタ店 兵庫県

紀伊國屋書店　神戸阪急店 兵庫県

うかいや書店　石守店 兵庫県

喜久屋書店　東急プラザ新長田店 兵庫県

ＴＳＵＴＡＹＡ　高砂米田店 兵庫県

田村書店　川西店 兵庫県

うかいや書店　福崎店 兵庫県

喜久屋書店　北神戸店 兵庫県

ジュンク堂書店　三宮駅前店 兵庫県

アニメイト　姫路店 兵庫県

アニメイト三宮店 兵庫県

アニメイト川西店 兵庫県



アニメイトイオン明石店 兵庫県

メロンブックス　神戸店 兵庫県

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ御所店 奈良県

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ奈良押熊店 奈良県

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ天理店 奈良県

ＢＯＯＫＳ道友 奈良県

喜久屋書店　奈良駅店 奈良県

啓林堂書店　郡山店 奈良県

啓林堂書店　学園前店 奈良県

啓林堂書店　奈良店 奈良県

啓林堂書店　新大宮店 奈良県

啓林堂書店　生駒店 奈良県

アニメイト奈良店 奈良県

ＴＳＵＴＡＹＡＷＡＹガーデンパーク和歌山 和歌山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ串本店 和歌山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ有田川店 和歌山県

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ美浜店 和歌山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹオーシティ前田辺店 和歌山県

スーパーセンター　ＷＡＹ　南紀店 和歌山県

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ岩出店 和歌山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　和歌山高松店 和歌山県

ＷＡＹ書店　パビリオンシティ田辺店 和歌山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　新宮仲之町店 和歌山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　橋本店 和歌山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ海南店 和歌山県

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡオークワ本社店 和歌山県

本と文具ツモリ　西部店 和歌山県

アニメイト和歌山店 和歌山県

今井書店　湖山メディア館 鳥取県

今井書店　倉吉パープルタウン店 鳥取県

今井書店　境港店 鳥取県

今井書店　錦町店 鳥取県

アニメイトイオン米子店 鳥取県

今井書店　出雲店 島根県

ブックセンタージャスト　浜田店 島根県

ブックセンターコスモ　出雲店 島根県

アニメイト松江店 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

フタバ図書　ＡＬＴｉ福山本店 広島県

啓文社　コア福山西店 広島県

ＭＡＲＵＺＥＮ　広島店 広島県

アニメイト　広島店 広島県

コミックとらのあな　広島店 広島県

フタバ図書　ソフトピア海田店 広島県

フタバ図書　アルティアルパーク北棟店 広島県

アニメイト福山店 広島県



アニメイトフジグラン東広島 広島県

メロンブックス　広島店 広島県

明屋書店　小郡店 山口県

宮脇書店　徳山店 山口県

くまざわ書店　下関店 山口県

アニメイトイオン防府店 山口県

ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店 徳島県

ＢＯＯＫＳジュピター 徳島県

カルチャーシティ平惣　川内店 徳島県

カルチャーシティ平惣　阿南センター店 徳島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店 香川県

宮脇書店　南本店 香川県

くまざわ書店　高松店 香川県

アニメイト高松店 香川県

明屋書店　ＭＥＧＡ平田店 愛媛県

アニメイト松山店 愛媛県

メロンブックス　松山店 愛媛県

アニメイト高知店 高知県

丸善　博多店 福岡県

積文館書店　筑紫野店 福岡県

白石書店　本店 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

アニメイト　福岡パルコ店 福岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店シュロアモール店 福岡県

未来屋書店　大牟田店 福岡県

積文館書店　前原店 福岡県

ＢＯＯＫＳあんとく　みずま店 福岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　和白店 福岡県

福岡金文堂　志摩店 福岡県

ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂　原田店 福岡県

アニメイト小倉店 福岡県

アニメイト筑紫野店 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

宮脇書店　佐賀本店 佐賀県

アニメイトﾓﾗｰｼﾞｭ佐賀店 佐賀県

アニメイト長崎店 長崎県

アニメイト佐世保店 長崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店 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

明林堂書店　大分本店 大分県

アニメイト大分店 大分県

アニメイト宮崎店 宮崎県

メロンブックス　仙台店 宮崎県

ブックスミスミ　オプシア店 鹿児島県



アニメイト鹿児島店 鹿児島県

ジュンク堂書店　那覇店 沖縄県

アニメイト那覇国際通り店 沖縄県


