
書店名 都道府県

コミックとらのあな　札幌店 北海道

メロンブックス　札幌店 北海道

ゲーマーズ　札幌店 北海道

伊吉書院西店 青森県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　奥州水沢店 岩手県

ブックスアメリカン　北上店 岩手県

喜久屋書店　仙台店 宮城県

メロンブックス　仙台店 宮城県

ゲーマーズ　仙台店 宮城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　いわき鹿島店 福島県

岩瀬書店　ヨークベニマル福島西店 福島県

岩瀬書店　福島駅西口店 福島県

岩瀬書店　八木田店プラスゲオ 福島県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　北茨城店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　境ＦｉＳＳ店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　江戸崎店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新那珂店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新常陸大宮店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新石岡店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立中央店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千代田店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鉾田店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　古河店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ石下店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたちなか店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ友部店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立田尻店 茨城県

三洋堂書店　石岡店 茨城県

メロンブックス　水戸店 茨城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下野店 栃木県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大田原店 栃木県



書店名 都道府県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店 栃木県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　小山店 栃木県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿沼店 栃木県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ真岡店 栃木県

喜久屋書店　宇都宮店 栃木県

ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮南店 栃木県

ハートブックス　４００号西那須野店 栃木県

ハートブックス　黒磯店 栃木県

ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店 栃木県

ｂｉｇｏｎｅ　ｂｏｏｋｓ　鹿沼店 栃木県

ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　佐野店 栃木県

ビッグワン　竹林店 栃木県

ビッグワンツタヤ　宇都宮インターパーク店 栃木県

ビッグワンツタヤ　今市店 栃木県

ビッグワンツタヤ　真岡店 栃木県

ハートブックス　若草本店 栃木県

メロンブックス　宇都宮店 栃木県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　館林店 群馬県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富岡店 群馬県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊勢崎店 群馬県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高崎店 群馬県

戸田書店　藤岡店 群馬県

メロンブックス　高崎店 群馬県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　本庄店 埼玉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　三郷店 埼玉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店 埼玉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　越谷店 埼玉県

ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽 埼玉県

コミックとらのあな　大宮店 埼玉県

メロンブックス　大宮店 埼玉県

ゲーマーズ　大宮店 埼玉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　成東店 千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店 千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千葉ニュータウン店 千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　旭店 千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　八街店 千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店 千葉県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東金店 千葉県



書店名 都道府県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鎌ケ谷店 千葉県

三洋堂書店　市原牛久店 千葉県

三洋堂書店　岬店 千葉県

三省堂書店　カルチャーステーション千葉店 千葉県

コミックとらのあな　千葉店 千葉県

喜久屋書店　千葉ニュータウン店 千葉県

ときわ書房　本八幡スクエア店＋ＧＥＯ 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

ゲーマーズ　津田沼店 千葉県

八重洲ブックセンター　アリオ葛西店 東京都

八重洲ブックセンター　本店 東京都

書泉ブックタワー 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　新宿店Ａ 東京都

ジュンク堂書店　池袋本店 東京都

丸善　お茶の水店 東京都

山下書店　大塚店 東京都

アニメイト　蒲田店 東京都

明屋書店　中野ブロードウェイ店 東京都

メロンブックス　立川店 東京都

メロンブックス　新宿店 東京都

メロンブックス　池袋店 東京都

メロンブックス　蒲田店 東京都

メロンブックス　八王子店 東京都

メロンブックス　秋葉原店 東京都

ゲーマーズ　新宿店 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

Ｓｔｏｒｅ　Ｍｉｘａ　ゲーマーズ池袋店 東京都

ＯＤＡＩＢＡゲーマーズ 東京都

八重洲ブックセンター　ＩＹ上永谷店 神奈川県

八重洲ブックセンター　京急上大岡店 神奈川県

天一書房　日吉店 神奈川県

三省堂書店　海老名店 神奈川県

メロンブックス　横浜店 神奈川県

ゲーマーズ　横浜店 神奈川県

メロンブックス　新潟店 新潟県



書店名 都道府県

ＢＯＯＫＳなかだ　かほく店 石川県

うつのみや　上林店 石川県

三洋堂書店　小浜店 福井県

三洋堂書店　駒ヶ根店 長野県

メロンブックス　長野店 長野県

三洋堂書店　芥見店 岐阜県

三洋堂書店　中つ川店 岐阜県

三洋堂書店　市橋店 岐阜県

三洋堂書店　瑞浪中央店 岐阜県

三洋堂書店　養老店 岐阜県

三洋堂書店　こくふ店 岐阜県

三洋堂書店　下恵土店 岐阜県

三洋堂書店　垂井店 岐阜県

三洋堂書店　せき東店 岐阜県

三洋堂書店　本巣店 岐阜県

三洋堂書店　南濃店 岐阜県

三洋堂書店　たじみ店 岐阜県

三洋堂書店　各務原店 岐阜県

三洋堂書店　大和店 岐阜県

三洋堂書店　多治見南店 岐阜県

三洋堂書店　高富店 岐阜県

三洋堂書店　みのかも店 岐阜県

三洋堂書店　穂積店 岐阜県

三洋堂書店　大野店 岐阜県

三洋堂書店　ルビットタウン高山店 岐阜県

三洋堂書店　土岐店 岐阜県

三洋堂書店　大垣バロー店 岐阜県

三洋堂書店　長良店 岐阜県

三洋堂書店　アクロスプラザ恵那店 岐阜県

三洋堂書店　新関店 岐阜県

三洋堂書店　高山店 岐阜県

喜久屋書店　大垣店 岐阜県

谷島屋　イオンモール浜松志都呂店 静岡県

谷島屋　三方原店 静岡県

谷島屋　本沢合店 静岡県

谷島屋　流通通り店 静岡県

谷島屋　磐田店 静岡県

戸田書店　リブレ菊川店 静岡県



書店名 都道府県

柏屋書店 静岡県

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店 静岡県

マルサン書店　駅北店 静岡県

ＢＯＯＫＳえみたす　焼津店 静岡県

明屋書店　イケヤ磐田東店 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

明屋書店　イケヤ湖西店 静岡県

明屋書店　掛川西郷店 静岡県

メロンブックス　静岡店 静岡県

ゲーマーズ　沼津店 静岡県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　名古屋大須店 愛知県

ＷＡＹ　パレマルシェ神宮店 愛知県

三洋堂書店　こまき店 愛知県

三洋堂書店　かぐ山店 愛知県

三洋堂書店　碧南店 愛知県

三洋堂書店　よもぎ店 愛知県

三洋堂書店　当知店 愛知県

三洋堂書店　江南店 愛知県

三洋堂書店　志段味店 愛知県

三洋堂書店　城山店 愛知県

三洋堂書店　新開橋店 愛知県

三洋堂書店　中野橋店 愛知県

三洋堂書店　西尾店 愛知県

三洋堂書店　乙川店 愛知県

三洋堂書店　大田川店 愛知県

三洋堂書店　ひしの店 愛知県

三洋堂書店　清洲店 愛知県

三洋堂書店　高浜Ｔぽーと店 愛知県

三洋堂書店　鳥居松店 愛知県

三洋堂書店　半田店 愛知県

三洋堂書店　知立店 愛知県

三洋堂書店　本新店 愛知県

三洋堂書店　豊川店 愛知県

三洋堂書店　梅坪店 愛知県

三洋堂書店　上前津店 愛知県

三洋堂書店　いりなか店 愛知県

三省堂書店　名古屋本店 愛知県



書店名 都道府県

三省堂書店　一宮店 愛知県

コミックとらのあな　名古屋店 愛知県

あおい書店（らくだ）　西尾店 愛知県

メロンブックス　豊橋店 愛知県

メロンブックス　名古屋店 愛知県

ゲーマーズ　名古屋店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ久居店 三重県

三洋堂書店　生桑店 三重県

三洋堂書店　名張店 三重県

三洋堂書店　白塚店 三重県

三洋堂書店　星川店 三重県

三洋堂書店　北勢店 三重県

三洋堂書店　桑名店 三重県

三洋堂書店　富田店 三重県

スーパーセンター　ＷＡＹ　南紀店 滋賀県

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ田辺東山店 滋賀県

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ美浜店 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

三洋堂書店　八日市店 滋賀県

三洋堂書店　近江八幡店 滋賀県

三洋堂書店　長浜店 滋賀県

喜久屋書店　草津店 滋賀県

イズミヤ　堅田店アミーゴ 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

アバンティブックセンター　長岡店 京都府

メロンブックス　京都店 京都府

ブックスタジオ　大阪店 大阪府

ＷＡＹ書店　フレスポしんかな店 大阪府

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ富田林店 大阪府

ＷＡＹ　わくわくシティ尾崎店 大阪府

コミックとらのあな　梅田店 大阪府

コミックとらのあな　なんば店Ａ 大阪府

喜久屋書店　漫画館阿倍野店 大阪府

イズミヤ　八尾店アミーゴ 大阪府

アバンティブックセンターラパーク岸和田店 大阪府



書店名 都道府県

アミーゴ書店　門真店 大阪府

メロンブックス　梅田店 大阪府

メロンブックス　大阪日本橋店 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

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　福崎店 兵庫県

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ西明石店 兵庫県

喜久屋書店　神戸南店 兵庫県

喜久屋書店　北神戸店 兵庫県

エンジョイスペースギルド 兵庫県

喜久屋書店　西神中央店 兵庫県

アミーゴ書店　西神南店 兵庫県

アバンティブックセンター　舞多聞店 兵庫県

アバンティブックセンター　三田駅前店 兵庫県

アミーゴ書店　西神戸店 兵庫県

ブックスユートピア　野間店 兵庫県

メロンブックス　神戸店 兵庫県

ゲーマーズ　神戸三宮店 兵庫県

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ天理店 奈良県

スーパーセンター　ＷＡＹ　桜井店 奈良県

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ御所店 奈良県

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ奈良押熊店 奈良県

三洋堂書店　香芝店 奈良県

三洋堂書店　大安寺店 奈良県

三洋堂書店　平群店 奈良県

三洋堂書店　桜井店 奈良県

三洋堂書店　橿原神宮店 奈良県

喜久屋書店　橿原店 奈良県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　新宮仲之町店 和歌山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　和歌山高松店 和歌山県

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ岩出店 和歌山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　橋本店 和歌山県

ＴＳＵＴＡＹＡＷＡＹガーデンパーク和歌山 和歌山県

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡオークワ本社店 和歌山県

ＷＡＹ　ロマンシティ御坊店 和歌山県

ＷＡＹ書店　パビリオンシティ田辺店 和歌山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ有田川店 和歌山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ海南店 和歌山県



書店名 都道府県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ串本店 和歌山県

イズミヤ　紀伊川辺店アミーゴ 和歌山県

ブックセンターコスモ　出雲店 島根県

とらのあな　岡山店 岡山県

喜久屋書店　倉敷店 岡山県

コミックとらのあな　広島店 広島県

明屋書店　フジグラン三原店 広島県

メロンブックス　広島店 広島県

明屋書店　ＭＥＧＡ新下関店 山口県

明屋書店　柳井店 山口県

明屋書店　光店 山口県

明屋書店　下松店 山口県

明屋書店　南岩国店 山口県

ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店ゆめタウン徳山店 山口県

明屋書店　今宿店 山口県

明屋書店　富田店 山口県

明屋書店　ＭＥＧＡ大内店 山口県

明屋書店　緑町店 山口県

明屋書店　下関長府店 山口県

明屋書店　宮野店 山口県

明屋書店　小郡店 山口県

明屋書店　萩店 山口県

明屋書店　東岐波店 山口県

明屋書店　長門店 山口県

明屋書店　厚狭店 山口県

ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店 香川県

明屋書店　石井店 愛媛県

明屋書店　宇和島明倫店 愛媛県

明屋書店　ＭＥＧＡ西の土居店 愛媛県

明屋書店　西条福武店 愛媛県

明屋書店　川東店 愛媛県

明屋書店　新居浜松木店 愛媛県

明屋書店　西条本店 愛媛県

明屋書店　川之江店 愛媛県

明屋書店　東予店 愛媛県

明屋書店　今治本店 愛媛県

明屋書店　今治別宮店 愛媛県

明屋書店　喜田村店 愛媛県



書店名 都道府県

明屋書店　ＭＥＧＡ平田店 愛媛県

明屋書店　空港通店 愛媛県

ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店　アエル店 愛媛県

明屋書店　松山本店 愛媛県

明屋書店　平井店 愛媛県

Ｈａｒｕｙａ　Ｓｐｉｒｉｔｓ石手店 愛媛県

明屋書店　松前店 愛媛県

明屋書店　中央通店 愛媛県

明屋書店　大洲店 愛媛県

明屋書店　内子店 愛媛県

明屋書店　八幡浜店 愛媛県

明屋書店　宇和店 愛媛県

明屋書店　南宇和店 愛媛県

明屋書店　広見店 愛媛県

メロンブックス　松山店 愛媛県

明屋書店　四万十川店 高知県

明屋書店　宿毛店 高知県

明屋書店　豊前店 福岡県

明屋書店　行橋行事店 福岡県

明屋書店　くりえいと宗像店 福岡県

明屋書店　伊加利店 福岡県

明屋書店　小倉南店 福岡県

明屋書店　小倉沼新町店 福岡県

メロンブックス　小倉店 福岡県

メロンブックス　福岡天神店 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

明屋書店　錦店 熊本県

明屋書店　免田店 熊本県

明屋書店　サンロードシティ熊本店 熊本県

明屋書店　多良木店 熊本県

メロンブックス　熊本店 熊本県

明屋書店　高城店 大分県

明屋書店　賀来店 大分県

明屋書店　大分フリーモールわさだ店 大分県

明屋書店　コスモタウン佐伯店 大分県

明屋書店　臼杵野田店 大分県

明屋書店　日田店 大分県



書店名 都道府県

明屋書店　宇佐店 大分県

明屋書店　豊後高田店 大分県

明屋書店　中津本店 大分県

明屋書店　中央町店 大分県

ＦＣ明屋書店　川南店 宮崎県

ＪＡ明屋書店　高千穂店 宮崎県

三洋堂書店　サーキット通り店 鹿児島県

明屋書店　川内店 鹿児島県


