
書店名

ジュンク堂書店　旭川店
旭川冨貴堂　末広店
ザ・本屋さん　音更ＯＫ店
江別　蔦屋書店
ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌琴似店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　札幌店
文教堂　札幌大通駅店
アニメイト　札幌店
スーパーブックス　札幌弘栄堂書店アピア店
学海堂書店
ザ・本屋さん　エルマー店
クラーク書店　中央店
ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧店
文教堂書店　湯ノ川店
ひかりや書店
未来屋書店　八戸店
ジュンク堂書店　盛岡店
蔦屋書店　盛岡店
ブックスアメリカン　北上店
ＴＳＵＴＡＹＡ　愛子店
喜久屋書店　仙台店
アニメイト　仙台店
紀伊國屋書店　仙台店
ジュンク堂書店　秋田店
ブックスモア　大館店
ブックスモア　鷹巣店
ＴＳＵＴＡＹＡ　由利本荘店
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こまつ書店　東根店
ブックユニオンたかはた
アニメイト　郡山店
みどり書房　イオンタウン店
岩瀬書店　富久山店プラスゲオ
郡山書店　須賀川西店
おおうち書店
岩瀬書店　八木田店プラスゲオ
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店
ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋宮中店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店
アニメイト　イオンモール土浦店
ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店
くまざわ書店　アピタ宇都宮店
喜久屋書店　宇都宮店
ＴＳＵＴＡＹＡ　小山ロブレ店
ハートブックス　黒磯店
アニメイト　高崎店
紀伊國屋書店　前橋店
ナカムラヤ　ニコモール店
喜久屋書店　太田店
アニメイト　大宮コミック館
三省堂書店　大宮店
ジュンク堂書店　大宮高島屋店
成文堂　南浦和店
ほんのいえ　宮脇書店　越谷店
東京旭屋書店　新越谷店
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丸善　桶川店
ＴＳＵＴＡＹＡ　高麗川店
リブロ　ららぽーと富士見店
Ｂｏｏｋ＋サンモール旭店
ＴＳＵＴＡＹＡ　三川屋国道店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鎌ケ谷店
ときわ書房　本八幡店
スーパーブックス　住吉書房　本八幡店
アニメイト　津田沼店
丸善　津田沼店
未来屋書店　成田店
三省堂書店　そごう千葉店
アニメイト　千葉店
幕張　蔦屋書店
アニメイト　イオンモール船橋店
ブックエキスプレス　ペリエ西船橋店
ジュンク堂書店　南船橋店
紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店
アニメイト　柏店
くまざわ書店　勝田台店
紀伊國屋書店　流山おおたかの森店
コミックとらのあな　通信販売部
文教堂書店　あきる野とうきゅう店
ＢＯＯＫＳキデイランド　亀有店
リブロ南砂町ＳＵＮＡＭＯ店
丸善　有明ガーデン店
ＰＡＰＥＲ　ＷＡＬＬ　エキュート品川店
紀伊國屋書店　国分寺店
啓文堂書店　三鷹店
紀伊國屋書店　西武渋谷店
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ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ
アニメイト　渋谷店
代官山　蔦屋書店
ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＨＩＢＵＹＡ
啓文堂書店　渋谷店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店
ＮＥＴ２１井上昭島店
書泉芳林堂書店　高田馬場店
紀伊國屋書店　新宿本店
アニメイト　新宿店
ブックファースト　新宿店
紀伊國屋書店　玉川高島屋店
ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店
博文堂書店　田無店
ＣＯＭＩＣ　ＺＩＮ　秋葉原店
丸善　丸の内本店
三省堂書店　東京駅一番街店
書泉ブックタワー
まんが王
三省堂書店　有楽町店
ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳＥＱＵｉＡ北千住中央
ブックファースト　ルミネ北千住店
啓文堂書店　多摩センター店
ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店
明正堂　アトレ上野店
くまざわ書店コミックランドビーワン蒲田店
アニメイト　蒲田店
井上書店　久が原店
丸善　日本橋店
久美堂　玉川学園店
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アニメイト　町田店
久美堂　四丁目店
紀伊國屋書店　小田急町田店
書原　つつじヶ丘店
メディアライン　東村山店
くまざわ書店コミックランドビーワン八王子
有隣堂　アトレ大井町店
喜久屋書店　府中店
啓文堂書店　府中本店
啓文堂書店　吉祥寺店
ブックスルーエ
アニメイト　吉祥寺パルコ
ＴＳＵＴＡＹＡ　三鷹北口店
ＴＳＵＴＡＹＡ　福生店
スーパーブックス　あおい書店春日店
くまざわ書店　池袋店
東京旭屋書店　池袋店
くまざわ書店　エミオ池袋店
ジュンク堂書店　池袋本店
一弘堂書店
ＰＡＰＥＲＷＡＬＬエキュート立川エキナカ
オリオン書房　ルミネ立川店
ジュンク堂書店　立川高島屋店
ジュンク堂書店　大泉学園店
伊勢原書店
文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店
くまざわ書店　横須賀店
ブックエキスプレス　アトレ大船店
紀伊國屋書店　西武東戸塚Ｓ．Ｃ．店
八重洲ブックセンター　京急上大岡店
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天一書房　綱島店
天一書房　日吉店
丸善　横浜みなとみらい店
有隣堂　ルミネ横浜店
紀伊國屋書店　横浜店
アニメイト　横浜ビブレ
有隣堂　横浜駅西口店
ブックファースト　青葉台店
有隣堂　たまプラーザテラス店
有隣堂　本店
紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店
ブックファースト　モザイクモール港北店
スーパーブックス　住吉書房　保土ケ谷店
三省堂書店　海老名店
くまざわ書店　さがみ野店
伊勢原書店　秦野店
アニメイト　川崎店
丸善　ラゾーナ川崎店
文教堂書店　溝ノ口本店
有隣堂　アトレ川崎店
ツタヤブックストア　川崎駅前店
スーパーブックス　住吉書房　武蔵中原店
紀伊國屋書店　武蔵小杉店
スーパーブックス　住吉書房　元住吉店
くまざわ書店　相模大野店
伊勢原書店　城山店
ジュンク堂書店　藤沢店
アニメイト　藤沢店
有隣堂　藤沢店
ＴＳＵＴＡＹＡ　南足柄店
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萬松堂
ジュンク堂書店　新潟店
紀伊國屋書店　新潟店
文信堂書店　長岡店
文苑堂書店　魚津サンプラザ店
文苑堂書店　清水町店
本の夢屋
明文堂書店　氷見店
ＢＯＯＫＳなかだ　本店　コミックラボ
明文堂書店　富山掛尾店
アニメイト　富山店
文苑堂書店　鳴和店
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　敦賀店
文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店
ＴＳＵＴＡＹＡ　福井パリオ店
朗月堂　本店
平安堂　あづみ野店
笠原書店　レイクウォーク店
文教堂　ＪＯＹ松本店
蔦屋書店　上田大屋店
平安堂　須坂店
平安堂　更埴店
平安堂　新長野店
平安堂　座光寺店
三省堂書店　岐阜店
三洋堂書店　こくふ店
喜久屋書店　大垣店
ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ香貫店
マルサン書店　駅北店
ＴＳＵＴＡＹＡ　グランリバー大井川店
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アニメイト　静岡パルコ
谷島屋　流通通り店
柏屋書店
戸田書店　江尻台店
ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝店
戸田書店　藤枝東店
谷島屋　ららぽーと磐田店
谷島屋　アピタ磐田店
谷島屋　浜松本店
谷島屋　富士宮店
本のメグリア　三好店
本の王国　安城店
三洋堂書店　鳥居松店
三洋堂書店　西尾店
カルコス　扶桑店
丸善　アピタ知立店
正文館書店　長久手フレンドタウン店
三洋堂書店　大田川店
精文館書店　本店コミック館
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＦＡＳもとまち店
らくだ書店　本店
丸善　イオンタウン千種店
ＭＡＲＵＺＥＮ　名古屋本店
くまざわ書店　名古屋セントラルパーク店
ジュンク堂書店　名古屋栄店
三省堂書店　名古屋本店
星野書店　近鉄パッセ店
ＴＳＵＴＡＹＡ　大曽根店
ザ・リブレット　ミュープラット金山店
丸善　ヒルズウォーク徳重店
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未来屋書店　大高店
三洋堂書店　菰野店
別所書店　イオン店
三洋堂書店　白塚店
本のがんこ堂　アクア店
本のがんこ堂　石部店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　水口
本のがんこ堂　守山店
本のがんこ堂　守山駅前店
サンミュージック　ハイパーブックス駒井沢
喜久屋書店　草津店
ブックハウスひらがき　Ａスクエア店
ジュンク堂書店　滋賀草津店
本のがんこ堂　石山駅前店
三洋堂書店　高月店
三洋堂書店　長浜店
サンミュージック　ハイパーブックス長浜
本のがんこ堂　野洲店
平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ小倉店
ふたば書房　京都駅八条口店
アバンティブックセンター　洛北店
ふたば書房　山科駅前店
ふたば書房　御池ゼスト店
ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店
大垣書店　Ｋｏｔｏｃｈｉｋａ御池店
アニメイト　京都店
大垣書店　二条駅店
恵文社　西大路店
アニメイト　アバンティ京都店
プリズム
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平和書店　らぽーる東舞鶴店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ　福知山店
未来屋書店　高の原店
未来屋書店　茨木店
未来屋書店　新茨木店
キャップ書店　河内長野店
大垣書店　高槻店
大垣書店　イオンモール堺鉄砲町店
ＴＳＵＴＡＹＡ　府大前店
紀伊國屋書店　泉北店
紀伊國屋書店　堺北花田店
未来屋書店　りんくう泉南店
アニメイト　天王寺店
喜久屋書店　漫画館阿倍野店
ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店
ＴＳＵＴＡＹＡ　大正千島店
紀伊國屋書店　本町店
文教堂書店　淀屋橋店
ジュンク堂書店　天満橋店
ブックファースト　なんばウォーク店
旭屋書店　なんばＣＩＴＹ店
ジュンク堂書店　上本町店
紀伊國屋書店　天王寺ミオ店
紀伊國屋書店　京橋店
紀伊國屋書店　梅田本店
ブックファースト　梅田２階店
ＮＥＴ２１清風堂書店　梅田店
紀伊國屋書店　グランフロント大阪店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店
ジュンク堂書店　大阪本店
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ブックスタジオ　大阪店
ブックスタジオ　エキマルシェ新大阪店
ヤマダ電機　ＬＡＢＩ１なんば店書籍売場
わんだーらんど　なんば店
アニメイト　大阪日本橋店
ジュンク堂書店　難波店
文教堂書店　住道店
丸善　八尾アリオ店
田村書店　千里中央店
アミーゴ書店　枚方店
水嶋書房　くずは駅店
ジュンク堂書店　芦屋店
ＴＢＳ　加古川ミーツテラス
未来屋書店　三木店
ジュンク堂書店　三宮駅前店
ジュンク堂書店　三宮店
アニメイト　三宮店
喜久屋書店　東急プラザ新長田店
ジュンク堂書店　神戸住吉店
喜久屋書店　北神戸店
喜久屋書店　神戸北町店
旭屋書店　ららぽーと甲子園店
ブックファースト　西宮店
ジュンク堂書店　西宮店
三峰堂
ふたば書房　つかしん店
ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路飾磨店
アニメイト　姫路店
ジュンク堂書店　姫路店
ＮＥＴ２１宝塚サンクスソリオ店
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ジュンク堂書店　明石店
ジュンク堂書店　橿原店
喜久屋書店　大和郡山店
アニメイト　奈良店
九条堂西の京書店
奈良　蔦屋書店
ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ岩出店
本と文具ツモリ　西部店
ＴＳＵＴＡＹＡＷＡＹガーデンパーク和歌山
今井書店　吉成コミック店
今井書店　出雲店
今井書店　学園通り店
今井書店グループセンター店
ブックセンタージャスト　浜田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ岡南店
丸善　さんすて岡山店
未来屋書店　岡山店
啓文社　岡山本店
紀伊國屋書店　クレド岡山店
丸善　岡山シンフォニービル店
アニメイト　岡山店
喜久屋書店　倉敷店
津山ブックセンター　イオン店
廣文館　緑井天満屋店
広島　蔦屋書店
紀伊國屋書店　広島店
アニメイト　広島店
廣文館　新幹線店
ジュンク堂書店　広島駅前店
紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店
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アニメイト　福山店
啓文社　ポートプラザ店
ブックランド都野　宇部店
幸太郎本舗　ＴＳＵＴＡＹＡ宇部店
ブックランド都野　サンリブ下松店
明屋書店　南岩国店
ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店
紀伊國屋書店　ゆめタウン徳島店
ジュンク堂書店　高松店
宮脇書店　南本店
明屋書店　川之江店
アニメイト　松山店
明屋書店　八幡浜店
金高堂　土佐山田店
金高堂
金高堂　朝倉ブックセンター
ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店
紀伊國屋書店　久留米店
ＴＳＵＴＡＹＡ　前原店
福岡金文堂　志摩店
フタバ図書　ツタヤ　ＴＥＲＡイオン福岡店
福岡金文堂　姪浜南店
ジュンク堂書店　福岡店
アニメイト　福岡パルコ店
ＴＳＵＴＡＹＡ　和白店
黒木書店　長住店
丸善　博多店
紀伊國屋書店　福岡本店
喜久屋書店　小倉店
ＴＳＵＴＡＹＡ　朝日ケ丘店
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ブックセンタークエスト　小倉本店
白石書店　駅前店
紀伊國屋書店　長崎店
紀伊國屋書店　熊本光の森店
アニメイト　熊本店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　健軍店
紀伊國屋書店　熊本はません店
蔦屋書店　嘉島
紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店
紀伊國屋書店　アミュプラザみやざき店
未来屋書店　宮崎店
田中書店　妻ヶ丘本店
山形屋　書籍売場
紀伊國屋書店　鹿児島店
ＭＡＲＵＺＥＮ　天文館店
ＴＳＵＴＡＹＡ　出水本町店
ＴＳＵＴＡＹＡ　フレスポ国分店
ＴＳＵＴＡＹＡ　首里店
ジュンク堂書店　那覇店
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