
書店名 都道府県 書店名 都道府県

中部地方 ＴＳＵＴＡＹＡ　函南店 静岡県

アニメイト　甲府店 山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　浜松中央店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　甲府バイパス店 山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　富士本吉原店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　南アルプスガーデン店 山梨県 蔦屋書店　平和町店 静岡県

戸田書店　山梨中央店 山梨県 戸田書店　リブレ菊川店 静岡県

天真堂書店　塩山店 山梨県 戸田書店　御殿場店 静岡県

天真堂書店　国母店 山梨県 戸田書店　藤枝東店 静岡県

ＢＯＯＫＳ　ＫＡＴＯＨ　富士吉田店 山梨県 戸田書店　函南店 静岡県

未来屋書店　甲府昭和店 山梨県 戸田書店　富士宮店 静岡県

宮脇書店　韮崎店 山梨県 戸田書店　富士店 静岡県

朗月堂　本店 山梨県 明屋書店　イケヤ高丘店 静岡県

あおい書店（らくだ）　富士コミック館 静岡県 明屋書店　イケヤ磐田東店 静岡県

アニメイト　イオンモール富士宮店 静岡県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ静岡店 静岡県

アニメイト　イオン浜松市野店 静岡県 ＢＯＯＫＳえみたす　焼津店 静岡県

アニメイト　沼津店 静岡県 文教堂書店　伊東店 静岡県

アニメイト　静岡パルコ 静岡県 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店 静岡県

アニメイト　浜松店 静岡県 ＮＥＴ２１吉見書店長田店 静岡県

アマノ　三方原店 静岡県 ＮＥＴ２１吉見書店竜南店 静岡県

アマノ　入野店 静岡県 マルサン書店　駅北店 静岡県

アマノ　有玉店 静岡県 宮脇書店　掛川店 静岡県

江崎書店　ベイドリーム清水店 静岡県 宮脇書店　新磐田浅羽店 静岡県

江崎書店　袋井店 静岡県 未来屋書店　浜松市野店 静岡県

大垣書店　イオンモール富士宮店 静岡県 メロンブックス　静岡店 静岡県

柏屋書店 静岡県 谷島屋　イオンモール浜松志都呂店 静岡県

ジャック　鷲津駅前ブック館 静岡県 谷島屋　サンストリート浜北店 静岡県

精文館書店　ＴＳＵＴＡＹＡ御殿場店 静岡県 谷島屋　パルシェ店 静岡県

精文館書店　ＴＳＵＴＡＹＡ豊田町店 静岡県 谷島屋　マークイズ静岡店 静岡県

精文館書店　領家店 静岡県 谷島屋　ららぽーと沼津店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　グランリバー大井川店 静岡県 谷島屋　ららぽーと磐田店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店 静岡県 谷島屋　浜松本店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐鳴台店 静岡県 谷島屋　富士宮店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　沼津学園通り店 静岡県 谷島屋　富士店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　清水春日店 静岡県 谷島屋　本沢合店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　静岡西脇店 静岡県 谷島屋　流通通り店 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　相良店 静岡県 アニメイト　松本パルコ 長野県

ＴＳＵＴＡＹＡ　袋井国本店 静岡県 アニメイト　長野店 長野県

ＴＳＵＴＡＹＡ　辻店 静岡県 笠原書店 長野県

ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝店 静岡県 三洋堂書店　駒ヶ根店 長野県



ＴＳＵＴＡＹＡ　伊那店 長野県 蔦屋書店　県央店 新潟県

ＴＳＵＴＡＹＡ　若里店 長野県 蔦屋書店　高田西店 新潟県

ＴＳＵＴＡＹＡ　東松本店 長野県 蔦屋書店　佐和田店 新潟県

ＴＳＵＴＡＹＡ　北松本店 長野県 蔦屋書店　小出店 新潟県

ＴＳＵＴＡＹＡ　箕輪店 長野県 蔦屋書店　上越インター店 新潟県

蔦屋書店　佐久小諸店 長野県 蔦屋書店　新潟中央インター店 新潟県

蔦屋書店　佐久野沢店 長野県 蔦屋書店　新潟万代店 新潟県

蔦屋書店　上田大屋店 長野県 蔦屋書店　新津店 新潟県

蔦屋書店　須坂店 長野県 蔦屋書店　新通店 新潟県

蔦屋書店　中野店 長野県 蔦屋書店　新発田店 新潟県

蔦屋書店　長野川中島店 長野県 蔦屋書店　竹尾インター店 新潟県

蔦屋書店　長野徳間店 長野県 蔦屋書店　長岡古正寺店 新潟県

文教堂　ＪＯＹ松本店 長野県 蔦屋書店　長岡新保店 新潟県

平安堂　あづみ野店 長野県 蔦屋書店　柏崎岩上店 新潟県

平安堂　伊那店 長野県 蔦屋書店　六日町店 新潟県

平安堂　塩尻店 長野県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　蔦屋書店　村上店 新潟県

平安堂　更埴店 長野県 ブックス平沢　妻有ショッピングセンター店 新潟県

平安堂　佐久インターウェーブ店 長野県 未来屋書店　新潟南店 新潟県

平安堂　座光寺店 長野県 メロンブックス　新潟店 新潟県

平安堂　若槻店 長野県 アニメイト　富山店 富山県

平安堂　上田しおだ野店 長野県 喜久屋書店　高岡店 富山県

平安堂　上田店 長野県 清明堂書店　マリエ店 富山県

平安堂　新長野店 長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　砺波店 富山県

平安堂　諏訪店 長野県 ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店 富山県

平安堂　川中島店 長野県 ＢＯＯＫＳなかだ　魚津店 富山県

平安堂　東和田店 長野県 ＢＯＯＫＳなかだ　砺波店 富山県

平安堂　飯田店 長野県 ＢＯＯＫＳなかだ　本店　コミックラボ 富山県

アニメイト　新潟店 新潟県 ＢＯＯＫＳなかだ　本店　本館 富山県

アニメイト　長岡店 新潟県 文苑堂書店　小杉店 富山県

紀伊國屋書店　新潟店 新潟県 文苑堂書店　清水町店 富山県

コメリ書房　柏崎店 新潟県 文苑堂書店　藤の木店 富山県

ジュンク堂書店　新潟店 新潟県 文苑堂書店　富山豊田店 富山県

戸田書店　長岡店 新潟県 文苑堂書店　福田本店 富山県

知遊堂　亀貝店 新潟県 文苑堂書店　本郷店 富山県

知遊堂　三条店 新潟県 文苑堂書店　野村店 富山県

知遊堂　上越国府店 新潟県 明文堂書店　滑川店 富山県

蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店 新潟県 明文堂書店　高岡射水店 富山県

蔦屋書店　横越バイパス店 新潟県 明文堂書店　新入善店 富山県

蔦屋書店　河渡店 新潟県 明文堂書店　氷見店 富山県



明文堂書店　富山掛尾店 富山県 三洋堂書店　たじみ店 岐阜県

明文堂書店　富山新庄経堂店 富山県 三洋堂書店　みのかも店 岐阜県

明文堂書店　富山有沢橋店 富山県 三洋堂書店　下恵土店 岐阜県

アニメイト　金沢店 石川県 三洋堂書店　各務原店 岐阜県

うつのみや　金沢工大前店 石川県 三洋堂書店　高富店 岐阜県

金沢ビーンズ明文堂 石川県 三洋堂書店　市橋店 岐阜県

きくざわ書店　ナッピィモール店 石川県 三洋堂書店　新関店 岐阜県

北国書林　松任店 石川県 三洋堂書店　垂井店 岐阜県

ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店 石川県 三洋堂書店　瑞浪中央店 岐阜県

ＴＳＵＴＡＹＡ　大桑店 石川県 三洋堂書店　大垣バロー店 岐阜県

ＢＯＯＫＳなかだ　かほく店 石川県 三洋堂書店　中つ川店 岐阜県

ブック宮丸　金沢南店 石川県 三洋堂書店　長良店 岐阜県

文苑堂書店　鳴和店 石川県 三洋堂書店　土岐店 岐阜県

未来屋書店　金沢フォーラス店 石川県 三洋堂書店　穂積店 岐阜県

明文堂書店　ＫＯＭＡＴＳＵ 石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックストア　モレラ岐阜 岐阜県

明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店 石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　多治見インター店 岐阜県

アニメイト　福井店 福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店 岐阜県

三洋堂書店　小浜店 福井県 丸善　岐阜店 岐阜県

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　鯖江店 福井県 未来屋書店　各務原店 岐阜県

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　新二の宮店 福井県 あおい書店（らくだ）　上里店 愛知県

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　大和田店 福井県 あおい書店（らくだ）　西春店 愛知県

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　敦賀店 福井県 あおい書店（らくだ）　西尾店 愛知県

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　武生店 福井県 あおい書店（らくだ）　半田店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ワイプラザ武生店 福井県 あおい書店（らくだ）　豊川店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　福井パリオ店 福井県 アニメイト　イオンモール大高店 愛知県

文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　若杉店 福井県 アニメイト　金山店 愛知県

文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店 福井県 アニメイト　東岡崎店 愛知県

文明堂書店　神明店 福井県 アニメイト　豊橋店 愛知県

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店 岐阜県 アニメイト　豊田店 愛知県

アニメイト　岐阜店 岐阜県 アニメイト　名古屋パルコ 愛知県

大洞堂　羽島店 岐阜県 アニメイト　名古屋店 愛知県

カルコス　各務原店 岐阜県 カルコス　小牧店 愛知県

カルコス　穂積店 岐阜県 カルコス　扶桑店 愛知県

カルコス　本店 岐阜県 鎌倉文庫　岡崎南店 愛知県

草叢ＢＯＯＫＳ　各務原店 岐阜県 紀伊國屋書店　ｍｏｚｏ　ワンダーシティ店 愛知県

コスモブックセンター 岐阜県 紀伊國屋書店　プライムツリー赤池店 愛知県

三省堂書店　岐阜店 岐阜県 紀伊國屋書店　名古屋空港店 愛知県

三洋堂書店　アクロスプラザ恵那店 岐阜県 草叢ＢＯＯＫＳ　新守山店 愛知県

三洋堂書店　せき東店 岐阜県 くまざわ書店　稲沢店 愛知県



ゲーマーズ　名古屋店 愛知県 精文館書店　西尾店 愛知県

コミックとらのあな　名古屋店 愛知県 精文館書店　中島新町店 愛知県

三省堂書店　一宮店 愛知県 精文館書店　津島店 愛知県

三省堂書店　名古屋本店 愛知県 精文館書店　二川店 愛知県

三洋堂書店　いりなか店 愛知県 精文館書店　尾張一宮店 愛知県

三洋堂書店　かぐ山店 愛知県 精文館書店　豊川店 愛知県

三洋堂書店　こまき店 愛知県 精文館書店　豊田プラザ店 愛知県

三洋堂書店　よもぎ店 愛知県 精文館書店　豊明店 愛知県

三洋堂書店　乙川店 愛知県 精文館書店　本店 愛知県

三洋堂書店　江南店 愛知県 光書店　ＴＳＵＴＡＹＡ大治店 愛知県

三洋堂書店　志段味店 愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ安城南店 愛知県

三洋堂書店　上前津店 愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ稲沢東店 愛知県

三洋堂書店　城山店 愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ江南西店 愛知県

三洋堂書店　新開橋店 愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ植田店 愛知県

三洋堂書店　清洲店 愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　ラスパ太田川店 愛知県

三洋堂書店　西尾店 愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　甚目寺店 愛知県

三洋堂書店　大田川店 愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　長久手店 愛知県

三洋堂書店　知立店 愛知県 ブックセンター名豊　刈谷店 愛知県

三洋堂書店　中野橋店 愛知県 ブックセンター名豊　大府店 愛知県

三洋堂書店　鳥居松店 愛知県 ブックセンター名豊　緑店 愛知県

三洋堂書店　当知店 愛知県 星野書店　近鉄パッセ店 愛知県

三洋堂書店　梅坪店 愛知県 滝書店 愛知県

三洋堂書店　半田店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ本山店 愛知県

三洋堂書店　碧南店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＦＡＳもとまち店 愛知県

三洋堂書店　豊川店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン弥富店 愛知県

三洋堂書店　本新店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店 愛知県

ジュンク堂書店　名古屋栄店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店 愛知県

精文館書店　安城店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店 愛知県

精文館書店　蒲郡三谷店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高蔵寺店 愛知県

精文館書店　蒲郡店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店 愛知県

精文館書店　幸店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　上小田井店 愛知県

精文館書店　幸田店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸共栄通店 愛知県

精文館書店　荒尾店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店 愛知県

精文館書店　三ノ輪店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大曽根店 愛知県

精文館書店　汐田橋店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東浦店 愛知県

精文館書店　新高浜店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店 愛知県

精文館書店　新津島店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　瑠璃光町店 愛知県

精文館書店　新田原店 愛知県 ツタヤブックストア　ららぽーと愛知東郷 愛知県

精文館書店　新豊田店 愛知県 本のメグリア　本店 愛知県



本の王国　安城店 愛知県

本の王国　刈谷店 愛知県

本の王国　南安城店 愛知県

丸善　イオンタウン千種店 愛知県

丸善　ヒルズウォーク徳重店 愛知県

宮脇書店　刈谷店 愛知県

宮脇書店　尾西店 愛知県

未来屋書店　ナゴヤドーム前店 愛知県

未来屋書店　岡崎店 愛知県

未来屋書店　三好店 愛知県

未来屋書店　常滑店 愛知県

未来屋書店　新瑞橋店 愛知県

未来屋書店　大高店 愛知県

未来屋書店　長久手店 愛知県

未来屋書店　東浦店 愛知県

未来屋書店　八事店 愛知県

未来屋書店　名古屋茶屋店 愛知県

未来屋書店　木曽川店 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

らくだ書店　城北店 愛知県

らくだ書店　東郷店 愛知県

らくだ書店　本店 愛知県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　名古屋大須店 愛知県




