
書店名 都道府県 書店名 都道府県

北海道 ひかりや書店 北海道

アニメイト　イオン釧路店 北海道 文教堂　札幌大通駅店 北海道

アニメイト　旭川店 北海道 文教堂書店　宮の森店 北海道

アニメイト　札幌店 北海道 文教堂書店　新札幌ＤＵＯ店 北海道

アニメイト　函館店 北海道 文教堂書店　西野３条店 北海道

旭川冨貴堂　末広店 北海道 文教堂書店　函館昭和店 北海道

岡書　帯広イーストモール 北海道 文教堂書店　北４９条店 北海道

岡本書店　恵庭店 北海道 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　札幌店 北海道

喜久屋書店　帯広店 北海道 宮脇書店　帯広店 北海道

紀伊國屋書店　厚別店 北海道 未来屋書店　苫小牧店 北海道

紀伊國屋書店　札幌本店 北海道 メロンブックス　札幌店 北海道

ゲオ　札幌手稲店 北海道 リラィアブルブックス　ルート３８号店 北海道

ゲオ　室蘭東町店 北海道 リラィアブルブックス　運動公園通り店 北海道

ゲオ　静内店 北海道 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　苫小牧店 北海道

ゲオ　千歳駅前店 北海道

ゲオ　稚内店 北海道

ゲオ　豊平店 北海道

ゲオ　北見南大通店 北海道

コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店 北海道

コーチャンフォー　旭川店 北海道

コーチャンフォー　釧路店 北海道

コーチャンフォー　新川通り店 北海道

コーチャンフォー　美しが丘店 北海道

コーチャンフォー　北見店 北海道

コミックとらのあな　札幌店 北海道

三省堂書店　札幌店 北海道

スーパーブックス　札幌弘栄堂書店アピア店 北海道

スーパーブックス札幌弘栄堂書店パセオ西店 北海道

ＴＳＵＴＡＹＡ　サーモンパーク店 北海道

ＴＳＵＴＡＹＡ　岩見沢店 北海道

ＴＳＵＴＡＹＡ　室蘭店 北海道

ＴＳＵＴＡＹＡ　上江別店 北海道

ＴＳＵＴＡＹＡ　滝川店 北海道

ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧バイパス店 北海道

蔦屋書店　新道駅前店 北海道

蔦屋書店　南郷１３丁目店 北海道

蔦屋書店　木野店 北海道

函館　蔦屋書店 北海道



東北地方 アニメイト　仙台店 宮城県

アニメイト　八戸ラピア 青森県 喜久屋書店　仙台店 宮城県

アニメイト　弘前店 青森県 紀伊國屋書店　仙台店 宮城県

金入　下田店 青森県 くまざわ書店　エスパル仙台店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ニュータウン店 青森県 ゲーマーズ　仙台店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店 青森県 蔦屋書店　アクロスプラザ富沢西店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前店 青森県 蔦屋書店　仙台泉店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前樹木店 青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ヨークタウン新田東店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　むつ店 青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛子店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　つがる柏店 青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岩沼店 宮城県

成田本店　みなと高台店 青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　古川バイパス店 宮城県

ＮＥＴ２１伊吉書院西店 青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台駅前店 宮城県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　十和田店 青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台荒井店 宮城県

アニメイト　秋田店 秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台南店 宮城県

スーパーブックス　八橋店 秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大崎古川店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　能代店 秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　富谷大清水店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　湯沢店 秋田県 八文字屋書店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　中野店 秋田県 八文字屋書店　セルバ店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　大館店 秋田県 ブックＴＯＷＮ　角田店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　広面店 秋田県 ブックエキスプレス　仙台北口店 宮城県

ＴＳＵＴＡＹＡ　横手店 秋田県 ブックスなにわ　多賀城店 宮城県

宮脇書店　秋田本店 秋田県 丸善　仙台アエル店 宮城県

ミライア　本荘店 秋田県 宮脇書店　気仙沼 宮城県

未来屋書店　秋田店 秋田県 宮脇書店　佐沼店 宮城県

アニメイト　盛岡店 岩手県 未来屋書店　名取店 宮城県

エムズエクスポ盛岡店 岩手県 未来屋書店　利府店 宮城県

エムズ書店　桜台店 岩手県 メロンブックス　仙台店 宮城県

さわや書店　イオンタウン釜石店 岩手県 ヤマト屋書店　あけぼの店 宮城県

さわや書店　フェザン店 岩手県 ヤマト屋書店　仙台三越店 宮城県

さわや書店　宮古店 岩手県 ヤマト屋書店　仙台八幡店 宮城県

ジュンク堂書店　盛岡店 岩手県 ヤマト屋書店　中里店 宮城県

ブックスアメリカン　北上店 岩手県 ヤマト屋書店　東仙台店 宮城県

ブックポートねぎし　猪川店 岩手県 アニメイト　山形店 山形県

蔦屋書店　盛岡店 岩手県 こまつ書店　桜田店 山形県

ＴＳＵＴＡＹＡ　一関中央店 岩手県 こまつ書店　寿町本店 山形県

ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店 岩手県 こまつ書店　西田店 山形県

ＴＳＵＴＡＹＡ　花巻店 岩手県 こまつ書店　堀川町店 山形県

未来屋書店　矢巾店 岩手県 ファミリーマート　ハラトク書店米沢店 山形県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　奥州水沢店 岩手県 ＴＥＮＤＯ八文字屋 山形県



ＴＳＵＴＡＹＡ　寒河江店 山形県

戸田書店　三川店 山形県

戸田書店　山形店 山形県

八文字屋　鶴岡店 山形県

丸井八文字屋 山形県

未来屋書店　酒田北店 山形県

アニメイト　イオンいわき 福島県

アニメイト　郡山店 福島県

アニメイト　福島店 福島県

岩瀬書店　会津若松駅前店 福島県

岩瀬書店　八木田店プラスゲオ 福島県

岩瀬書店　富久山店プラスゲオ 福島県

スーパーブックス　新白河店 福島県

ブックエース　イオンモールいわき小名浜店 福島県

ブックエース　小名浜店 福島県

ブックエース　上荒川店 福島県

ブックエース　植田店 福島県

文芸堂書店　相馬店 福島県

みどり書房　イオンタウン店 福島県

みどり書房　桑野店 福島県

みどり書房　二本松店 福島県

みどり書房　白河店 福島県

みどり書房　福島南店 福島県

宮脇書店　須賀川店 福島県

ヤマニ書房　ラトブ店 福島県

レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　会津アピオ店 福島県

レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　須賀川東店 福島県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　いわき鹿島店 福島県




