
「少年ジャンプ＋　コミックフェス」　フェア開催書店リスト

※配布方法は店舗により異なります。
※特典は数量に限りがあります。無くなり次第終了いたします。
※書店様の状況により、特典を入手いただけない場合がございます。予めご了承ください。

都道府県名 書店名 住所

北海道 ジュンク堂書店　旭川店 旭川市１条通８－１０８　フィール旭川５Ｆ
北海道 アニメイト　旭川店 旭川市２条通７－２２７－１　マルカツデパート４Ｆ
北海道 未来屋書店　旭川駅前店 旭川市宮下通７－２－５　イオンモール旭川駅前３Ｆ
北海道 コーチャンフォー　旭川店 旭川市宮前１条２－４－１　
北海道 旭川冨貴堂　末広店 旭川市末広４条３丁目２－１７
北海道 未来屋書店　旭川西店 旭川市緑町２３－２１６１－３　イオンモール旭川西３Ｆ
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　倶知安店 虻田郡倶知安町南一条西１－２７　
北海道 本と文具のいわた 河西郡芽室町本通１－１９　めむろーど
北海道 ザ・本屋さん　音更ＯＫ店 河東郡音更町木野大通西１７－１－４　ダイイチＯＫ店内
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　岩見沢店 岩見沢市十条東１－１－１　
北海道 イオン　岩見沢店 岩見沢市大和四条８－１
北海道 アニメイト　イオン釧路店 釧路郡釧路町桂木１－１－７　イオン釧路２Ｆ
北海道 くまざわ書店　釧路店 釧路郡釧路町桂木１－１－７　イオン釧路店２Ｆ
北海道 リラィアブルブックス　運動公園通り店 釧路郡釧路町桂木３－８　
北海道 コーチャンフォー　釧路店 釧路市春採７－１－２４　
北海道 リラィアブルブックス　ルート３８号店 釧路市鳥取大通９－２　
北海道 江別　蔦屋書店 江別市牧場町１４－１　
北海道 未来屋書店　江別野幌店 江別市野幌町１０－１　イオンタウン江別１Ｆ
北海道 リラィアブルブックス　根室店 根室市昭和町４－４７　
北海道 文教堂書店　新札幌ＤＵＯ店 札幌市厚別区厚別中央二条５－６－２　ＤＵＯ１　４Ｆ
北海道 紀伊國屋書店　厚別店 札幌市厚別区厚別中央二条５－７－２　サンピアザ３Ｆ
北海道 くまざわ書店　手稲店 札幌市手稲区前田一条１１丁目　西友手稲店２Ｆ
北海道 未来屋書店　手稲山口店 札幌市手稲区明日風６－１－１　イオンスーパーセンター手稲山口店１Ｆ
北海道 コーチャンフォー　美しが丘店 札幌市清田区美しが丘一条５丁目２－１　
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　美しが丘店 札幌市清田区美しが丘三条４－１－１０　
北海道 宮脇書店　札幌平岡店 札幌市清田区平岡三条５－３－１　イオン札幌平岡ＳＣ２Ｆ
北海道 文教堂書店　北野店 札幌市清田区北野三条２－１３－５５　
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌琴似店 札幌市西区琴似四条１－１－１　コルテナⅠ１Ｆ
北海道 文教堂書店　琴似駅前店 札幌市西区琴似二条１－１－２０　
北海道 未来屋書店　琴似店 札幌市西区琴似二条４－２－２　イオン琴似店３Ｆ
北海道 文教堂書店　西野３条店 札幌市西区西野三条４－８　
北海道 未来屋書店　発寒店 札幌市西区発寒八条１２－１－１　イオンモール札幌発寒２Ｆ
北海道 文教堂書店　宮の森店 札幌市中央区宮の森三条１－５－３５　
北海道 紀伊國屋書店　オーロラタウン店 札幌市中央区大通西１－１４－２
北海道 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　札幌店 札幌市中央区南一条西１－８－２　高桑ビルＢ２～４Ｆ
北海道 文教堂　札幌大通駅店 札幌市中央区南一条西４　日之出ビルＢ１Ｆ・Ｂ２Ｆ
北海道 アニメイト　札幌店 札幌市中央区南二条西１－５　丸大ビル２Ｆ
北海道 三省堂書店　札幌店 札幌市中央区北五条西２－５　ＪＲタワー札幌ステラプレイス５Ｆ
北海道 紀伊國屋書店　札幌本店 札幌市中央区北五条西５－７　ｓａｐｐｏｒｏ５５
北海道 文教堂書店　新道店 札幌市東区伏古十条５－２－１　
北海道 くまざわ書店　アリオ札幌店 札幌市東区北７条東９－２－２０　アリオ札幌３Ｆ
北海道 文教堂書店　北４９条店 札幌市東区北四十九条東８－３－５　
北海道 ダイヤ書房　本店 札幌市東区北二十五条東８－２－１
北海道 東光ストア　藤野店ＢＯＯＫコーナー 札幌市南区藤野二条４－１－２
北海道 文教堂書店　札幌ルーシー店 札幌市白石区栄通１８－５　
北海道 未来屋書店　西岡店 札幌市豊平区西岡三条３－４－１　イオン札幌西岡ＳＣ２Ｆ
北海道 コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店 札幌市豊平区中の島一条１３－１－１　
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　あいの里店 札幌市北区あいの里一条６－２－２　
北海道 コーチャンフォー　新川通り店 札幌市北区新川三条１８丁目１－１　
北海道 アイブック　イトーヨーカドー屯田店 札幌市北区屯田八条３－５－１　イトーヨーカドー屯田店１Ｆ
北海道 アシーネ　麻生店 札幌市北区北三十九条西４－１－５　イオン札幌麻生店４Ｆ
北海道 未来屋書店　三笠店 三笠市岡山１０５９－１　イオンＳｕＣ三笠店１Ｆ
北海道 いけだ書店　士別店 士別市大通東１６－３１４３　西條新士別店２Ｆ
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　小樽店 小樽市稲穂５－１０－１　
北海道 喜久屋書店　小樽店 小樽市築港１１－５　ウイングベイ小樽５番街２Ｆ
北海道 くまざわ書店　東神楽店 上川郡東神楽町ひじり野南一条５－１－１　アルティモール東神楽店
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　深川店 深川市五条２０－１　
北海道 文教堂書店　新千歳空港店 千歳市美々　新千歳空港ターミナルビル１Ｆ
北海道 喜久屋書店　帯広店 帯広市西四条南１２－３　長崎屋帯広店４Ｆ
北海道 くまざわ書店　帯広店 帯広市西四条南２０－１　イオン帯広店２Ｆ
北海道 岡書　西帯店 帯広市西二十一条南３－３８－１１
北海道 くまざわ書店　帯広藤丸店 帯広市西二条南８－１　藤丸デパート６Ｆ
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　滝川店 滝川市新町２－１０－１５　
北海道 クラーク書店　中央店 稚内市中央２－１４－１
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧バイパス店 苫小牧市ときわ町６－２３－３０　
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧店 苫小牧市若草町１－７－１４　
北海道 くまざわ書店　苫小牧店 苫小牧市木場町１－６－１　ＭＥＧＡドンキホーテ苫小牧店１Ｆ
北海道 未来屋書店　苫小牧店 苫小牧市柳町３－１－２０　イオンモール苫小牧２Ｆ
北海道 スーパーブックス　桔梗店 函館市桔梗３－３０－１１
北海道 くまざわ書店　函館ポールスター店 函館市港町１－１－２　ポールスターショッピングセンター１Ｆ
北海道 くまざわ書店　函館店 函館市若松町１７－１２　函館駅前ビル５Ｆ
北海道 文教堂書店　函館昭和店 函館市昭和１－２９－３　函館昭和タウンプラザ内
北海道 函館　蔦屋書店 函館市石川町８５－１　
北海道 三省堂書店　函館営業所川原店 函館市川原町４－１８　
北海道 文教堂書店　湯ノ川店 函館市湯川町１－３４－１５　コープ湯川店２Ｆ
北海道 アニメイト　函館店 函館市美原１－４－３　エスポワール石沢３Ｆ
北海道 くまざわ書店　中標津店 標津郡中標津町字中標津６－１１　東武サウスヒルズ１Ｆ
北海道 コーチャンフォー　北見店 北見市並木町５２１－４　
北海道 ＢＯＯＫＳ　ＨＩＲＯＳＥ　イオン北見店 北見市北進町１－１－１　イオン北見店３Ｆ
北海道 ひかりや書店　美幌店 網走郡美幌町稲美８９－１２　
北海道 ひかりや書店 網走市駒場南８－８７　
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　遠軽店 紋別郡遠軽町大通北４－２－８　
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　余市店 余市郡余市町黒川町８－４９－１　
北海道 留萌ブックセンターｂｙ三省堂書店 留萌市南町４－７３－１　
青森県 文教堂書店　つがる柏店 つがる市柏稲盛幾世４１　イオン柏ショッピングセンター２Ｆ
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　つがる柏店 つがる市柏上古川幾山３５９－５　
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　むつ店 むつ市中央２－１１－３　
青森県 くまざわ書店　五所川原店 五所川原市唐笠柳藤巻５１７－１　エルムの街ショッピングセンター１Ｆ
青森県 くまざわ書店　弘前店 弘前市駅前３－２－１　イトーヨーカドー弘前店５Ｆ
青森県 アニメイト　弘前店 弘前市駅前町９－２０　ＨＩＲＯＲＯ４Ｆ
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ＨＩＲＯＲＯ 弘前市駅前町９－２０　ヒロロ２Ｆ
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前樹木店 弘前市樹木５－９－１　
青森県 ジュンク堂書店　弘前中三店 弘前市土手町４９－１　中三弘前６Ｆ
青森県 ＪＯＹＭ　緑町店 三沢市緑町３－８－１４
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田元町店 十和田市元町東１－６－２３　
青森県 未来屋書店　十和田店 十和田市相坂字六日町山１６６－１　イオンＳｕＣ十和田店１Ｆ
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田店 十和田市東四番町５－２　
青森県 金入　下田店 上北郡おいらせ町中野平４０－１　イオン下田ショッピングセンター２Ｆ
青森県 未来屋書店　新七戸店 上北郡七戸町荒熊内６７－９９０　イオン七戸十和田駅前店１Ｆ
青森県 アニメイト　青森店 青森市古川１－１４－５　フクシスポーツビル４Ｆ
青森県 未来屋書店　青森西店 青森市三好２－３－１９　マエダガーラモール店２Ｆ
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店 青森市東大野２－８－４　
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青森県 本のよしのや　ラ・セラ東バイパス店 青森市八重田４－２－１　ラ・セラ東バイパスＳＣ２Ｆ
青森県 くまざわ書店　青森店 青森市浜田１－１４－１　イトーヨーカ堂青森店２Ｆ
青森県 アニメイト　八戸ラピア 八戸市江陽２－１４－１　ラピア２Ｆ
青森県 未来屋書店　八戸店 八戸市江陽２－１４－１　ラピア３Ｆ
青森県 くまざわ書店　八戸店 八戸市沼館４－７－１１１　イトーヨーカドー八戸沼館店１Ｆ
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ニュータウン店 八戸市東白山台１－１－３５　
青森県 金入　番町店 八戸市番町２６
青森県 成田本店　みなと高台店 八戸市湊高台２－１－３
岩手県 未来屋書店　一関店 一関市山目字泥田８９－１　イオン一関店１Ｆ
岩手県 ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店 一関市山目泥田７－２　
岩手県 ＴＳＵＴＡＹＡ　一関中央店 一関市上日照２－３　
岩手県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　奥州水沢店 奥州市水沢区佐倉河羽黒田６２－１　
岩手県 ＴＳＵＴＡＹＡ　水沢店 奥州市水沢区佐倉河慶徳８７　
岩手県 未来屋書店　前沢店 奥州市前沢区向田２－８５　イオン前沢店１Ｆ
岩手県 文化堂書店 岩手郡岩手町沼宮内７－１５　ふじきんＳＣ内
岩手県 宮脇書店　久慈店 久慈市長内町２７－３１－１　
岩手県 リラパークこなり 宮古市末広町８－４
岩手県 未来屋書店　矢巾店 紫波郡矢巾町南矢幅第７地割３７６　
岩手県 エムズエクスポ盛岡店 盛岡市みたけ３－３６－１
岩手県 さわや書店　フェザン店 盛岡市盛岡駅前通１－４４　おでんせ館１Ｆ
岩手県 アニメイト　盛岡店 盛岡市盛岡駅前通７－１２　はちや盛岡駅前ビル２Ｆ
岩手県 さわや書店 盛岡市大通２－２－１５
岩手県 ジュンク堂書店　盛岡店 盛岡市大通２－８－１４　ＭＯＳＳビル３Ｆ・４Ｆ
岩手県 蔦屋書店　盛岡店 盛岡市本宮４－４０－２０　
岩手県 東山堂　イオンモール盛岡南店 盛岡市本宮７－１－１　イオンモール盛岡南３Ｆ
岩手県 ＢＯＯＫＢＯＹ　大船渡店 大船渡市大船渡町野々田２２－５
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　涌谷店 遠田郡涌谷町砂田前２８２　
宮城県 未来屋書店　塩釜店 塩竈市海岸通１５－１００　イオンタウン塩釜２Ｆ
宮城県 未来屋書店　気仙沼店 気仙沼市赤岩舘下６－１外　イオン気仙沼店２Ｆ
宮城県 宮脇書店　気仙沼 気仙沼市仲町２－１　３０－１号
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　利府店 宮城郡利府町新中道２－２－１　
宮城県 未来屋書店　新利府南館店 宮城郡利府町新中道３－１－１　イオンモール新利府南館２Ｆ
宮城県 ヴィレッジヴァンガード　イオン新利府北館 宮城郡利府町利府新屋田前２２　イオンモール新利府北館１Ｆ
宮城県 金港堂　石巻店 石巻市蛇田字金津町１５－１
宮城県 未来屋書店　石巻店 石巻市蛇田字新金沼１７０　イオンモール石巻２Ｆ
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ヨークタウン新田東店 仙台市宮城野区新田東３－１－５　ヨークタウン内
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台荒井店 仙台市若林区なないろの里３－３－２８　
宮城県 宮脇書店　仙台卸町店 仙台市若林区卸町１－１　イオンスタイル仙台卸町３Ｆ
宮城県 あゆみＢｏｏｋｓ　仙台一番町店 仙台市青葉区一番町４－５－１３　サンシャインビル１Ｆ
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛子店 仙台市青葉区栗生７－４－６　
宮城県 くまざわ書店　エスパル仙台店 仙台市青葉区中央１－１－１　エスパル仙台　本館３Ｆ
宮城県 丸善　仙台アエル店 仙台市青葉区中央１－３－１　ＡＥＲ　１Ｆ
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台駅前店 仙台市青葉区中央３－７－１　
宮城県 喜久屋書店　仙台店 仙台市青葉区中央４－１－１　イービーンズ６Ｆ
宮城県 アニメイト　仙台店 仙台市青葉区中央４－１－１　仙台駅前イービーンズ７Ｆ
宮城県 ブックスなにわ　仙台泉店 仙台市泉区上谷刈１－７－１０
宮城県 くまざわ書店　アリオ仙台泉店 仙台市泉区泉中央１－５－１　アリオ仙台泉店４Ｆ　　
宮城県 蔦屋書店　仙台泉店 仙台市泉区大沢２－１２－４　
宮城県 ヤマト屋書店　仙台長命ヶ丘店 仙台市泉区長命ケ丘２－２１－１　ＢＲＡＮＣＨ仙台長命ヶ丘ＷＥＳＴ１Ｆ
宮城県 未来屋書店　仙台中山店 仙台市泉区南中山１－３５－５７　
宮城県 紀伊國屋書店　仙台店 仙台市太白区長町７－２０－３　ザ・モール仙台長町３Ｆ
宮城県 蔦屋書店　アクロスプラザ富沢西店 仙台市太白区富田京ノ北７２－１　
宮城県 蔦屋書店　多賀城市立図書館 多賀城市　中央２－４－３　
宮城県 未来屋書店　古川店 大崎市古川旭２－２－１　イオン古川店２Ｆ
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　古川バイパス店 大崎市古川城西１５　
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大崎古川店 大崎市古川穂波３－４－１　
宮城県 宮脇書店　佐沼店 登米市南方町新島前４６－１　イオンタウン佐沼内
宮城県 ブックセンター湘南　矢本店 東松島市小松字上浮足４３　イオンタウン矢本店内
宮城県 未来屋書店　富谷店 富谷市大清水１－３３－１　イオンモール富谷２Ｆ
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　富谷大清水店 富谷市大清水２－１３－１　
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台南店 名取市上余田字千刈田３０８　
宮城県 未来屋書店　名取店 名取市杜せきのした５－３－１　イオンモール名取３Ｆ
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岩沼店 名取市堀内６８　
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　横手店 横手市安田向田１７９－１　
秋田県 金喜書店 横手市四日町２－１７
秋田県 加賀谷書店　茨島店 秋田市茨島４－３－２４　イオンタウン茨島ショッピングセンター内
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中野店 秋田市下新城中野琵琶沼３８４－１　
秋田県 未来屋書店　秋田店 秋田市御所野地蔵田１－１－１　イオンモール秋田２Ｆ
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　広面店 秋田市広面近藤堰越６３－１　
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仁井田店 秋田市仁井田本町５－１－２０　
秋田県 ジュンク堂書店　秋田店 秋田市千秋久保田町４－２　秋田オーパ６Ｆ
秋田県 アニメイト　秋田店 秋田市中通２－８－１　フォンテＡＫＩＴＡ　Ｂ１
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大仙店 大仙市戸蒔字東８９　
秋田県 ブックスモア　大曲店 大仙市飯田堰東２１９
秋田県 未来屋書店　中仙店 大仙市北長野字袴田１８８　イオン中仙店１Ｆ
秋田県 未来屋書店　大曲店 大仙市和合字坪立１７７　イオンモール大曲１Ｆ
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　湯沢店 湯沢市元清水４－３－２４　
秋田県 ブックスモア　湯沢店 湯沢市表町２－４－１２
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　能代店 能代市下野３２－５　
秋田県 ＢＯＯＫＳアルファ　能代ＳＣ店 能代市字寺向７０　いとく能代ショッピングセンター内
秋田県 ブックスモア　本荘店 由利本荘市石脇田頭２０６－４７
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　由利本荘店 由利本荘市中梵天１２４　
秋田県 ミライア　本荘店 由利本荘市東梵天２５７　
山形県 ＴＳＵＴＡＹＡ　寒河江店 寒河江市寒河江横道６５－１　
山形県 松田書店　コム店 寒河江市西根石川西２８６－１
山形県 松田書店　フローラ店 寒河江市本町２－８－３　フローラＳＡＧＡＥ２Ｆ
山形県 くまざわ書店　山形店 山形市香澄町１－１－１　エスパル山形５Ｆ
山形県 アニメイト　山形店 山形市香澄町３－２－１　山交ビル２Ｆ
山形県 八文字屋　北店 山形市嶋北１－２－２
山形県 戸田書店　山形店 山形市嶋北４－２－１７　
山形県 八文字屋　本店 山形市本町２－４－１１
山形県 未来屋書店　酒田南店 酒田市あきほ町１２０－１　イオン酒田南店２Ｆ
山形県 未来屋書店　酒田北店 酒田市泉町２０１　イオンタウン酒田
山形県 くまざわ書店　鶴岡店 鶴岡市錦町２－２１　Ｓ－ＭＡＬＬ２Ｆ
山形県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴岡ミーナ店 鶴岡市千石町３－３１　
山形県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東根店 東根市さくらんぼ駅前２－１６－２５　
山形県 未来屋書店　三川店 東田川郡三川町猪子和田庫１２８－１　イオンモール三川２Ｆ
山形県 文長 尾花沢市若葉町３－１－１
山形県 こまつ書店　堀川町店 米沢市堀川町４－６８
福島県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　いわき鹿島店 いわき市鹿島町走熊西反町２　
福島県 ブックエース　小名浜店 いわき市小名浜住吉字花木内１－１　
福島県 ブックエース　イオンモールいわき小名浜店 いわき市小名浜辰巳町７９　イオンモールいわき小名浜４Ｆ
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福島県 ヤマニ書房　湯本店 いわき市常磐西郷町落合６６　ヨークベニマル湯本南店内
福島県 ブックエース　植田店 いわき市東田町２－１０－６　
福島県 ブックエース　内郷店 いわき市内郷綴町柴崎４６－１　
福島県 アニメイト　イオンいわき いわき市平三倉６８－１　イオンいわき店３Ｆ
福島県 ヤマニ書房　本店 いわき市平字２－７－２
福島県 ヤマニ書房　イオンいわき店 いわき市平字三倉６８－１　イオンいわき店３Ｆ
福島県 ヤマニ書房　ラトブ店 いわき市平字田町１２０　ラトブ３Ｆ
福島県 ブックエース　上荒川店 いわき市平上荒川島田５　
福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　川俣店 伊達郡川俣町鶴沢字鶴東６２　
福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　坂下店 河沼郡会津坂下町舘ノ下１８　
福島県 レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　会津アピオ店 会津若松市インター西１１８　
福島県 レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　神明通店 会津若松市栄町２－１４　
福島県 くまざわ書店　会津若松店 会津若松市幕内南町９－１０　ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ会津若松店２Ｆ
福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　喜多方西店 喜多方市押切南２－４２－１　
福島県 アニメイト　郡山店 郡山市駅前１－１６－７　ＡＴｉ郡山店８Ｆ
福島県 みどり書房　桑野店 郡山市下亀田１６－１６　
福島県 みどり書房　イオンタウン店 郡山市松木町２－８８　
福島県 ジュンク堂書店　郡山店 郡山市中町１３－１　うすい百貨店９Ｆ
福島県 リブロ　郡山店 郡山市長者１－１－５６　ザ・モール郡山２Ｆ
福島県 未来屋書店　郡山フェスタ店 郡山市日和田町字小原１　イオン郡山フェスタ店２Ｆ
福島県 岩瀬書店　富久山店プラスゲオ 郡山市富久山町八山田字大森新田３６－１
福島県 くまざわ書店　郡山店 郡山市燧田１９５　エスパル郡山店３Ｆ
福島県 くまざわ書店　郡山エキナカ店 郡山市燧田１９５　郡山駅構内２Ｆ
福島県 くまざわ書店　須賀川店 須賀川市高久田境９６－１　メガステージ須賀川１Ｆ
福島県 レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　須賀川東店 須賀川市仲の町４０－１　
福島県 未来屋書店　白河西郷店 西白河郡西郷村小田倉字岩下１１－１　イオン白河西郷２Ｆ
福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　船引店 田村市船引町船引字川代７８　
福島県 レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　棚倉店 東白川郡棚倉町流字餅田５－１　
福島県 おおうち書店 南相馬市原町区三島町１－２９
福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南相馬店 南相馬市原町区大木戸字金場７７　南相馬ジャスモールＷ１棟２０５
福島県 みどり書房　二本松店 二本松市油井字福岡１３３－１　
福島県 みどり書房　白河店 白河市北中川原１６１－１　
福島県 アニメイト　福島店 福島市栄町１－１　エスパル福島４Ｆ
福島県 くまざわ書店　福島エスパル店 福島市栄町１－１　エスパル福島店２Ｆ
福島県 みどり書房　福島南店 福島市黒岩字浜井場２４－１　
福島県 くまざわ書店　福島店 福島市南矢野目西荒田５０－１７　イオン福島３Ｆ
福島県 レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　猪苗代店 耶麻郡猪苗代町芦原９７　
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千代田店 かすみがうら市下稲吉２６３３－１９　
茨城県 未来屋書店　つくば店 つくば市稲岡６６－１　イオンモールつくば１Ｆ
茨城県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店 つくば市研究学園５－１９　イーアスつくば３Ｆ
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店 つくば市研究学園７－５４－１　
茨城県 リブロ　つくばキュート店 つくば市吾妻１－６－１　つくばキュート２Ｆ
茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば つくば市小野崎字千駄苅２７８－１　ＬＡＬＡガーデンつくば１Ｆ
茨城県 蔦屋書店　ひたちなか店 ひたちなか市新光町３０－４　
茨城県 リブロ　ひたちなか店 ひたちなか市新光町３５　ニューポートひたちなかファッションクルーズ２Ｆ
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたちなか店 ひたちなか市中根３３２５－１０　
茨城県 ブックエース　勝田東石川店 ひたちなか市東石川字下屋敷３６１４－１　ヨークタウン内
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　江戸崎店 稲敷市佐倉３３２６－１　
茨城県 未来屋書店　西代店 稲敷市西代１４９５　ＳＣパルナ２Ｆ
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店 稲敷市西代２８６８－１　
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　境ＦｉＳＳ店 猿島郡境町１１５６－１　
茨城県 ブックエース　下妻店 下妻市下妻戊１１５－１　
茨城県 未来屋書店　下妻店 下妻市堀篭９７２－１　イオンモール下妻２Ｆ
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ友部店 笠間市旭町旭平３９４－３　
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店 牛久市ひたち野東５－５－１　
茨城県 ブックエース　結城店 結城市中央町１－４－６　
茨城県 福家書店　古河店 古河市旭町１－２－１７　イオン古河１Ｆ
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　古河店 古河市小堤新割１４９０－１　
茨城県 ブックエース　総和店 古河市上辺見５４９－２　
茨城県 ブックエース　坂東店 坂東市辺田１１０４－１　ヨークタウン坂東内
茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋宮中店 鹿嶋市宮中東山２８９－１　
茨城県 ブックエース　新取手店 取手市寺田佃４７１８－９　
茨城県 くまざわ書店　取手店 取手市中央町２－５　取手駅構内取手ボックスヒル３Ｆ
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店 守谷市松ケ丘６－６－１　
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ石下店 常総市新石下１６４１　
茨城県 東洋堂書店 常総市本石下８９
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新常陸大宮店 常陸大宮市石沢梶内１８０２　
茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　神栖店 神栖市日川４１７４－１　
茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋南店 神栖市堀割１－２－２５　
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店 神栖市堀割３－３－２０　
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店 水戸市笠原町４７７－２　
茨城県 川又書店　県庁店 水戸市笠原町９７８－２５　茨城県開発公社ビル１Ｆ
茨城県 川又書店　エクセル店 水戸市宮町１－１－１　水戸ステーションビルエクセル５Ｆ
茨城県 川又書店　水戸駅プラムストリート店 水戸市宮町１－１－１　水戸駅プラムストリート
茨城県 アニメイト　水戸店 水戸市宮町１－２－４　マイムビルＢ１Ｆ
茨城県 ブックエース　見和店 水戸市見和１－３１７－２　
茨城県 ブックエース　酒門店 水戸市酒門町１９２９－１　
茨城県 丸善　水戸京成店 水戸市泉町１－６－１　京成百貨店８Ｆ
茨城県 未来屋書店　水戸内原店 水戸市内原２－１　イオンモール水戸内原３Ｆ
茨城県 ブックエース　茨大前店 水戸市堀町１０９４－７　
茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ピアシティ石岡店 石岡市石岡２２２２－２　
茨城県 三洋堂書店　石岡店 石岡市東光台３－１－８　
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新石岡店 石岡市東石岡１－８－５　
茨城県 ブックエース　下館店 筑西市市野辺２２３－１　
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店 筑西市菅谷石堀１５１３　
茨城県 アニメイト　イオンモール土浦店 土浦市上高津３６７　イオンモール土浦３Ｆ
茨城県 未来屋書店　土浦店 土浦市上高津３６７　イオンモール土浦３Ｆ
茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　神立店 土浦市中神立町１８－２　
茨城県 宮脇書店　水戸南店 東茨城郡茨城町長岡３４８０　イオンタウン水戸南１Ｆ
茨城県 ブックエース　東海店 那珂郡東海村舟石川駅西３－１４－１４　
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新那珂店 那珂市菅谷２４３１－１　
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立中央店 日立市鮎川町１－３－３　
茨城県 ブックエース　日立鮎川店 日立市鮎川町５－１－１　
茨城県 丸善　日立店 日立市幸町１－１６－１　イトーヨーカドー日立店４Ｆ
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立田尻店 日立市田尻町５－１４－２　
茨城県 増子書店 鉾田市鉾田２４７３－２
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鉾田店 鉾田市鉾田５７２－１　
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　北茨城店 北茨城市中郷町上桜井２２６８　
茨城県 蔦屋書店　龍ケ崎店 龍ケ崎市中里２－１－２　
栃木県 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店 さくら市櫻野５０５　
栃木県 ビッグワンツタヤ　宇都宮インターパーク店 宇都宮市インターパーク１－３－３　
栃木県 くまざわ書店　宇都宮インターパーク店 宇都宮市インターパーク６－１－１　ＦＫＤショッピングモール宇都宮ＩＰ店２Ｆ



「少年ジャンプ＋　コミックフェス」　フェア開催書店リスト

※配布方法は店舗により異なります。
※特典は数量に限りがあります。無くなり次第終了いたします。
※書店様の状況により、特典を入手いただけない場合がございます。予めご了承ください。

都道府県名 書店名 住所

栃木県 アニメイト　宇都宮店 宇都宮市曲師町２－８　宇都宮フェスタ５Ｆ
栃木県 うさぎや　宇都宮駅東口店 宇都宮市元今泉４－１９－６　
栃木県 くまざわ書店　アピタ宇都宮店 宇都宮市江曽島本町２２－７　アピタ宇都宮店２Ｆ
栃木県 くまざわ書店　宇都宮店 宇都宮市今泉町２３７　福田屋ショッピングプラザ宇都宮店３Ｆ
栃木県 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮南店 宇都宮市針ケ谷町４７２－７　
栃木県 八重洲ブックセンター　宇都宮パセオ店 宇都宮市川向町１－２３　宇都宮駅ビルパセオ店２Ｆ
栃木県 ビッグワン　竹林店 宇都宮市竹林町５４９－１　
栃木県 喜久屋書店　宇都宮店 宇都宮市馬場通り２－３－１２　ＭＥＧＡドンキ・ラパーク宇都宮店５Ｆ・６Ｆ
栃木県 落合書店　イトーヨーカドー店 宇都宮市陽東６－２－１　イトーヨーカドー２Ｆ
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下野店 下野市下古山２８８８－４　
栃木県 未来屋書店　佐野新都市店 佐野市高萩町１３２４－１　イオンモール佐野新都市１Ｆ
栃木県 宮脇書店　イオンタウン佐野店 佐野市浅沼町７４２　イオンタウン佐野２Ｆ
栃木県 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　佐野店 佐野市田島町５１　
栃木県 ｂｉｇｏｎｅ　ｂｏｏｋｓ　鹿沼店 鹿沼市晃望台２２－１　
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿沼店 鹿沼市西茂呂４－１６－１６　
栃木県 くまざわ書店　鹿沼店 鹿沼市東末広町１０７３　福田屋鹿沼店３Ｆ
栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　おやまハーヴェストウォーク 小山市喜沢１４７５　ハーヴェストウォーク内
栃木県 アニメイト　ロブレ小山店 小山市中央町３－７－１　ロブレ４Ｆ
栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　小山ロブレ店 小山市中央町３－７－１　ロブレ小山２Ｆ
栃木県 未来屋書店　小山店 小山市中久喜１４６７－１　イオンモール小山２Ｆ
栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　小山城南店 小山市東城南４－１８－６　
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　小山店 小山市東城南４－７　
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ真岡店 真岡市大谷新町１８－６　
栃木県 くまざわ書店　アシコタウン 足利市大月町３－２　アシコタウン２Ｆ
栃木県 くまざわ書店　足利コムファースト店 足利市朝倉町２４５　コムファーストショッピングセンター３Ｆ
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店 足利市朝倉町２５５－２　
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大田原店 大田原市若松町１６５０－１０　
栃木県 ハートブックス　若草本店 大田原市若草１－７２１－１　
栃木県 未来屋書店　栃木店 栃木市箱森町３７－９　イオン栃木店２Ｆ
栃木県 ハートブックス　４００号西那須野店 那須塩原市太夫塚６－２３２－８　
栃木県 ビッグワンツタヤ　今市店 日光市今市１０９１－１　
群馬県 くまざわ書店　大間々店 みどり市大間々町大間々４０　さくらもーる２Ｆ
群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　安中店 安中市原市４０９　
群馬県 文真堂書店タイムクリップ　安中店 安中市高別当４０６
群馬県 蔦屋書店　伊勢崎宮子店 伊勢崎市宮子町３４０６－３　
群馬県 くまざわ書店　伊勢崎店 伊勢崎市西小保方町３６８　スマーク伊勢崎２Ｆ
群馬県 蔦屋書店　伊勢崎茂呂店 伊勢崎市南千木町２３９５　
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊勢崎店 伊勢崎市韮塚町１１８５－１　
群馬県 蔦屋書店　伊勢崎平和町店 伊勢崎市平和町１９－１　
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　館林店 館林市朝日町１２－３８　
群馬県 戸田書店　桐生店 桐生市新宿２－５－７　
群馬県 文真堂書店　原町店 吾妻郡東吾妻町原町７１９－１
群馬県 アニメイト　高崎店 高崎市旭町３４－５　旭町ビル２Ｆ
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高崎店 高崎市貝沢町４６３　
群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　江木店 高崎市江木町２８　
群馬県 未来屋書店　高崎店 高崎市棟高町１４００　イオンモール高崎２Ｆ
群馬県 くまざわ書店　高崎店 高崎市八島町２２２　高崎駅東口２Ｆ
群馬県 タマムラブックセンター 佐波郡玉村町上之手１６８９－２　
群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　渋川店 渋川市渋川２０６３－２２　
群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　前橋荒牧店 前橋市荒牧町１－２３－４　
群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　片貝店 前橋市西片貝町１－２６４－１　
群馬県 戸田書店　前橋本店 前橋市西片貝町４－１６－７　
群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　箱田店 前橋市箱田町４１６－１　
群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　アクエル前橋 前橋市表町２－３０－８　アクエル前橋１Ｆ
群馬県 紀伊國屋書店　前橋店 前橋市文京町２－１－１　けやきウォーク前橋１Ｆ
群馬県 アニメイト　イオンモール太田 太田市石原町８１　イオンモール太田２Ｆ
群馬県 喜久屋書店　太田店 太田市石原町８１　イオンモール太田２Ｆ
群馬県 蔦屋書店　太田店 太田市飯塚町１９３３－１　
群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富岡店 富岡市七日市１７１２－１　
群馬県 蔦屋書店　前橋吉岡店 北群馬郡吉岡町大久保８７７－１　
群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大泉店 邑楽郡大泉町住吉５７－３　
埼玉県 須原屋　コルソ店 さいたま市浦和区高砂１－１２－１
埼玉県 未来屋書店　北浦和店 さいたま市浦和区常盤１０－２０－２９　イオン北浦和店３Ｆ
埼玉県 紀伊國屋書店　浦和パルコ店 さいたま市浦和区東高砂町１１－１　浦和パルコ５Ｆ
埼玉県 文教堂書店　岩槻店 さいたま市岩槻区西町２－５－１　ヤオコー岩槻西町店２Ｆ
埼玉県 くまざわ書店　浦和美園店 さいたま市岩槻区美園東２－１７－１３　ＵＮＩＣＵＳ浦和美園１Ｆ
埼玉県 紀伊國屋書店　さいたま新都心店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　コクーンシティコクーン１　１Ｆ
埼玉県 コミックとらのあな　大宮店 さいたま市大宮区宮町１－９　湯沢ビル５Ｆ
埼玉県 ブックファースト　ルミネ大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　ルミネ大宮店　ルミネ１　６Ｆ
埼玉県 アニメイト　大宮コミック館 さいたま市大宮区桜木町１－３－６　高井ビル１Ｆ
埼玉県 三省堂書店　大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店８Ｆ
埼玉県 ジュンク堂書店　大宮高島屋店 さいたま市大宮区大門町１－３２　大宮高島屋７Ｆ
埼玉県 ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽 さいたま市中央区上落合２－３－５　アルーサＢ館
埼玉県 未来屋書店　与野店 さいたま市中央区本町西５－２－９　イオンモール与野３Ｆ
埼玉県 成文堂　南浦和店 さいたま市南区南本町１－２－１５　第三大雄ビル１Ｆ
埼玉県 くまざわ書店　宮原店 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　イトーヨーカドー大宮宮原店３Ｆ
埼玉県 ＮＥＴ２１ブックスページワン大宮宮原店 さいたま市北区宮原町３－５３７－１
埼玉県 未来屋書店　大宮店 さいたま市北区櫛引町２－５７４－１　イオン大宮店３Ｆ
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東浦和店 さいたま市緑区大間木４１２－１　
埼玉県 くまざわ書店　東浦和店 さいたま市緑区東浦和２－５１－２６　サミット東浦和２Ｆ
埼玉県 未来屋書店　大井店 ふじみ野市ふじみ野１－２－１　イオン大井店３Ｆ
埼玉県 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ　上福岡店 ふじみ野市上福岡１－１－１　東武鉄道上福岡駅２Ｆ
埼玉県 よむよむ　ビバモール埼玉大井店 ふじみ野市西鶴ケ岡１－３－１５　ビバモール埼玉大井２Ｆ
埼玉県 くまざわ書店　イオンタウンふじみ野店 ふじみ野市福岡２－１－６　イオンタウンふじみ野３Ｆ
埼玉県 未来屋書店　羽生店 羽生市川崎２－２８１－３　イオンモール羽生２Ｆ
埼玉県 アニメイト　イオンレイクタウン店 越谷市レイクタウン３－１－１　イオンレイクタウンｍｏｒｉ　３Ｆ
埼玉県 未来屋書店　レイクタウン店 越谷市レイクタウン３－１－１　イオンレイクタウンｍｏｒｉ　３Ｆ
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　越谷店 越谷市新越谷１－３１－２　
埼玉県 未来屋書店　せんげん台店 越谷市千間台西３－２－１２　イオンせんげん台店３Ｆ
埼玉県 文真堂書店タイムクリップ　北越谷店 越谷市大澤３－４－２１　北越谷東口ビル１Ｆ
埼玉県 ほんのいえ　宮脇書店　越谷店 越谷市東大沢５－５－８
埼玉県 アニメイト　南越谷店 越谷市南越谷１－１５－１　南越谷ラクーン２Ｆ
埼玉県 丸善　桶川店 桶川市若宮１－５－２　桶川マイン３Ｆ
埼玉県 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　加須店 加須市下高柳１－２９　ビバモール加須
埼玉県 くまざわ書店　久喜店 久喜市久喜中央１－１－２０　ＣｏｏｋｉｅＰｌａｚａ３Ｆ
埼玉県 くまざわ書店　鷲宮店 久喜市久本寺谷田７－１　アリオ鷲宮ＳＣ１Ｆ
埼玉県 アニメイト　モラージュ菖蒲店 久喜市菖蒲町菖蒲６００５－１　モラージュ菖蒲３Ｆ
埼玉県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　菖蒲店 久喜市菖蒲町菖蒲６００５－１　モラージュ菖蒲３Ｆ　
埼玉県 蔦屋書店　フォレオ菖蒲店 久喜市菖蒲町菖蒲６００６－１　
埼玉県 書泉芳林堂書店　エミオ狭山市店 狭山市祇園４－５５　エミオ狭山市西口１Ｆ
埼玉県 文教堂書店　狭山店 狭山市狭山台１－４　
埼玉県 未来屋書店　狭山店 狭山市上奥富１１２６－１　イオン狭山店２Ｆ
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埼玉県 蔦屋書店　熊谷店 熊谷市新堀新田中山６２０－１　
埼玉県 くまざわ書店　アズセカンド店 熊谷市筑波２－１１５　アズセカンド内
埼玉県 アニメイト　熊谷店 熊谷市筑波３－１０５　
埼玉県 文教堂　熊谷駅店 熊谷市筑波３－２０２　ティアラ２１　２Ｆ
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　雀宮店 熊谷市中央５－１－８　
埼玉県 戸田書店　熊谷店 熊谷市肥塚４－１３１
埼玉県 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ戸田 戸田市新曽６６２　Ｔ－ＦＲＯＮＴＥ２Ｆ
埼玉県 未来屋書店　北戸田店 戸田市美女木東１－３－１　イオンモール北戸田３Ｆ
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ビーンズ戸田公園店 戸田市本町４－１５－１　ＪＲ戸田公園駅ビル　ビーンズ戸田公園２Ｆ
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　行田門井店 行田市門井町２－２　
埼玉県 リブロ　鴻巣店 鴻巣市本町１－１－２　エルミこうのすショッピングモール３Ｆ
埼玉県 よむよむ　坂戸入西店 坂戸市にっさい花みず木２－１４－１　モアショッピングプラザ内
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　坂戸八幡店 坂戸市八幡１－３－２１　
埼玉県 宮脇書店　ヨーカドー三郷店 三郷市ピアラシティ１－１－１　２Ｆ　
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　三郷店 三郷市ピアラシティ２－２－５　
埼玉県 竹島書店　三郷店 三郷市三郷３－１７－５
埼玉県 ＫａＢｏＳ　ららぽーと新三郷店 三郷市新三郷ららシティ３－１－１
埼玉県 くまざわ書店　上里店 児玉郡上里町七本木２２７２－１　ウニクス上里１Ｆ
埼玉県 未来屋書店　春日部店 春日部市下柳森田４２０－１　イオンモール春日部店３Ｆ
埼玉県 ブックエース　春日部１６号線店 春日部市小渕１５３－１　
埼玉県 メディアライン　春日部店 春日部市中央１－１３－１　イトーヨーカドー春日部店５Ｆ
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日部店 春日部市中央４－４　
埼玉県 リブロ　ララガーデン春日部店 春日部市南１－１－１　ララガーデン春日部１Ｆ
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　グランエミオ所沢 所沢市くすのき台１－１４－５　グランエミオ所沢３Ｆ
埼玉県 リブロ　狭山ヶ丘店 所沢市狭山ヶ丘１－８７３－２　
埼玉県 大垣書店　ブックスタマ　所沢店 所沢市若松町８５３－３　
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＪＲ東所沢駅前店 所沢市東所沢１－３－５　
埼玉県 アニメイト　所沢 所沢市東町５－２２　旧イオン所沢店４Ｆ
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　新所沢店 所沢市緑町１－１－１１　新所沢グリーンハイツ西武ＳＰ
埼玉県 未来屋書店　上尾店 上尾市愛宕３－８－１　イオンモール上尾店１Ｆ
埼玉県 いけだ書店　上尾店 上尾市宮本町１－１　アリコベールまるひろ４Ｆ
埼玉県 ブックマルシェ　上尾店 上尾市谷津２－１－１　ショーサンプラザ４Ｆ
埼玉県 文教堂書店　新座駅店 新座市野火止５－３－１１　
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ヶ島店 川越市鯨井新田４－１０　
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高階店 川越市砂新田３８３－２　
埼玉県 リブロ　川越店 川越市新富町１－２２　本川越ぺぺ４Ｆ
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南古谷店 川越市泉町３－１　ウニクス南古谷プラザ棟
埼玉県 くまざわ書店　的場店 川越市的場新町２１－１０　ザ・マーケットプレイス的場Ｂ棟１
埼玉県 アニメイト　川越店 川越市脇田町４－２　ドン・キホーテ川越東口店４Ｆ
埼玉県 ブックファースト　ルミネ川越店 川越市脇田本町３９－１９　ルミネ川越店４Ｆ
埼玉県 精文堂 川越市脇田本町６－３
埼玉県 未来屋書店　川口店 川口市安行領根岸３１８０　イオンモール川口３Ｆ　　
埼玉県 アニメイト　川口店 川口市栄町３－５－９　アンドウビル１Ｆ
埼玉県 くまざわ書店　ララガーデン川口店 川口市宮町１８－９　ララガーデン川口２Ｆ２１８０
埼玉県 文教堂書店　東川口店 川口市戸塚３－３５－１４　
埼玉県 文教堂書店　川口駅店 川口市川口１－１－１　ＣＵＰＯ・ＬＡ３Ｆ
埼玉県 須原屋　川口前川店 川口市前川１－１－１１　イオンモール川口前川３Ｆ
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　　ビーンズ西川口店 川口市並木２－２０－１　ビーンズ西川口４Ｆ
埼玉県 明文堂書店　川口末広店 川口市末広２－１－１９
埼玉県 よむよむ　草加谷塚駅前店 草加市瀬崎１－９－１　谷塚コリーナライオンズタワー２Ｆ
埼玉県 くまざわ書店　草加ＶＡＲＩＥ店 草加市氷川町１９７０　東武草加ＶＡＲＩＥ２　１Ｆ
埼玉県 くまざわ書店　秩父店 秩父市上野町８０５－１４　ウニクス秩父２Ｆ
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　みはら本店 朝霞市三原５－１１－１６　
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　朝霞台店 朝霞市東弁財１－４－１７　東武鉄道朝霞台駅２Ｆ
埼玉県 文教堂書店　朝霞マルエツ店 朝霞市本町１－１２－１０　マルエツ朝霞店３Ｆ
埼玉県 リブロ　ピオニウォーク東松山店 東松山市あずま町４－３　ピオニウォーク東松山２Ｆ２２０
埼玉県 蔦屋書店　東松山店 東松山市あずま町４－８－３　
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高麗川店 日高市鹿山３０８－１　
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　三芳藤久保店 入間郡三芳町藤久保８５５－４０３　
埼玉県 くまざわ書店　入間店 入間市河原町２－１　西武入間ペペ３Ｆ
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店 入間市上藤沢３８７－２　
埼玉県 未来屋書店　入間店 入間市上藤沢４６２－１　イオン入間店２Ｆ
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　入間仏子店 入間市仏子７８５－１　
埼玉県 紀伊國屋書店　入間丸広店 入間市豊岡１－６－１２　丸広百貨店入間店６Ｆ
埼玉県 金子書店　八潮店 八潮市西袋１３３５　
埼玉県 丸善　丸広百貨店飯能店 飯能市栄町２４－４　丸広百貨店飯能店６Ｆ
埼玉県 くまざわ書店　飯能店 飯能市仲町１１－２１　プリンスペペ４Ｆ
埼玉県 蔦屋書店　滑川店 比企郡滑川町羽尾２８００　
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　みどりが丘店 比企郡小川町みどりが丘２－８－５　
埼玉県 蔦屋書店　川島インター店 比企郡川島町上伊草２１０　
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　嵐山店 比企郡嵐山町平沢土地区画整理内　３１街区１０
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ふじみ野駅前店 富士見市ふじみ野東１－１－１　東武鉄道ふじみ野ナーレ２Ｆ
埼玉県 リブロ　ららぽーと富士見店 富士見市山室１－１３１３　ららぽーと富士見１Ｆ　１２６０
埼玉県 アニメイト　ららぽーと富士見店 富士見市山室１－１３１３　ららぽーと富士見３Ｆ
埼玉県 ブックエース　杉戸店 北葛飾郡杉戸町清地３－５－２　
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊奈店 北足立郡伊奈町学園２－１８８－４　
埼玉県 精文館書店　北本店 北本市二ツ家４－８３－１　
埼玉県 宮脇書店　北本店 北本市本宿１－８４　
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　本庄店 本庄市寿３－４－２２　
埼玉県 蔦屋書店　本庄早稲田店 本庄市早稲田の杜２－１－４６　
埼玉県 文教堂書店　蓮田店 蓮田市西新宿５－１６４　
埼玉県 くまざわ書店　和光店 和光市丸山台１－９－３　イトーヨーカドー３Ｆ
埼玉県 くまざわ書店　蕨錦町店 蕨市錦町１－１２－１　ビバモール蕨錦町店２Ｆ　　
千葉県 三洋堂書店　岬店 いすみ市岬町江場土字関内１８６３　
千葉県 Ｂｏｏｋ＋サンモール旭店 旭市イ２６７６－１　ショッピングセンターサンモール２Ｆ
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　三川屋国道店 旭市ニ－４３６－２　
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　旭店 旭市ニ五郎作５８８８－１　
千葉県 宮脇書店　印西牧の原店 印西市原１－２　ＢＩＧ　ＨＯＰガーデンモール印西
千葉県 喜久屋書店　千葉ニュータウン店 印西市中央北３－２　イオンモール千葉ニュータウン３Ｆ
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千葉ニュータウン店 印西市牧の原１－３　
千葉県 有隣堂　アトレ新浦安店 浦安市入船１－１－１　アトレ新浦安２Ｆ
千葉県 未来屋書店　新浦安店 浦安市入船１－４－１　イオン新浦安店３Ｆ
千葉県 丸善　舞浜イクスピアリ店 浦安市舞浜１－４　イクスピアリ内１０１
千葉県 文教堂書店　浦安西友店 浦安市北栄１－１４－１　西友浦安店パート２　４Ｆ
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　浦安さくら通り店 浦安市堀江１－３５－１７　岩田ビル
千葉県 ブックマルシェ　我孫子店 我孫子市我孫子４－１１－１　あびこショッピングプラザ３Ｆ
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鎌ケ谷店 鎌ケ谷市右京塚３－３　
千葉県 くまざわ書店　新鎌ケ谷店 鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－１２－１　アクロスモール新鎌ケ谷２Ｆ
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鎌ケ谷店 鎌ケ谷市東鎌ケ谷１－６　
千葉県 イオン書籍　鴨川 鴨川市横渚９７３－１　イオン鴨川店３Ｆ
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン館山店 館山市八幡５４５－１　
千葉県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ君津店 君津市久保１－１－１　アピタ君津店１Ｆ
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千葉県 博文堂書店　君津店 君津市中野５－１７－１　イオンタウン君津内
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐原店 香取市佐原イ４１８７　
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐倉店 佐倉市寺崎北６－１－２　
千葉県 未来屋書店　ユーカリが丘店 佐倉市西ユーカリが丘６－１２－３　イオンタウンユーカリが丘東街区１Ｆ
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　成東店 山武市成東４８６－１　
千葉県 ブックオン　四街道店 四街道市大日４６６－３２
千葉県 くまざわ書店　四街道店 四街道市中央５番地　イトーヨーカドー四街道店１Ｆ
千葉県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　ちはら台店 市原市ちはら台西３－４　ショッピングモールｕｎｉｍｏちはら台２Ｆ
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　市原五井店 市原市更級４－１－２４　
千葉県 三洋堂書店　市原牛久店 市原市中２３４－２　
千葉県 文教堂書店　行徳店 市川市行徳駅前１－１９－１　西友行徳店４Ｆ
千葉県 ブックファースト　シャポー市川店 市川市市川１－１－１　シャポー市川１Ｆ
千葉県 くまざわ書店　シャポー本八幡店 市川市八幡２－１７－１　シャポー本八幡２Ｆ
千葉県 ときわ書房　本八幡スクエア店＋ＧＥＯ 市川市八幡３－４－１
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　二十世紀ケ丘店 市川市堀之内３－３１－１６　
千葉県 未来屋書店　市川妙典店 市川市妙典５－３－１　イオン市川妙典店３Ｆ
千葉県 アニメイト　津田沼店 習志野市谷津１－１６－１　モリシアビルレストラン５Ｆ
千葉県 丸善　津田沼店 習志野市谷津７－７－１　Ｌｏｈａｒｕ津田沼Ｂ棟２Ｆ・３Ｆ
千葉県 ブックマルシェ　津田沼店 習志野市津田沼１－１０－３０　イトーヨーカドー津田沼店４Ｆ
千葉県 くまざわ書店　津田沼店 習志野市津田沼１－１－１　ホテルメッツ津田沼４・５Ｆ
千葉県 くまざわ書店　松戸店 松戸市松戸１－１１８１　アトレ６Ｆ
千葉県 アニメイト　松戸店 松戸市松戸１２３０－１　ピアザ松戸ビルＢ１Ｆ
千葉県 喜久屋書店　松戸店 松戸市松戸１３０７－１　ＫＩＴＥ　ＭＩＴＥ　ＭＡＴＳＵＤＯ７Ｆ
千葉県 くまざわ書店　松戸新田店 松戸市松戸新田２４５－２６　サミット松戸新田１Ｆ
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　六高台店 松戸市六実１－１４－１　
千葉県 未来屋書店　成田店 成田市ウイング土屋２４　イオンモール成田２Ｆ
千葉県 くまざわ書店　公津店 成田市公津の杜４－５－３　成田ユアエルム１Ｆ
千葉県 ブックエース　成田赤坂店 成田市赤坂３－４－１　
千葉県 くまざわ書店　稲毛店 千葉市稲毛区稲毛東３－１９－１１　ぺリエ稲毛内
千葉県 くまざわ書店　幕張店 千葉市花見川区幕張町４－４１７－２５　イトーヨーカドー幕張店１Ｆ
千葉県 文教堂書店　小倉台店 千葉市若葉区小倉町１７５４　
千葉県 くまざわ書店　ペリエ西千葉店 千葉市中央区春日２－２４－４　ペリエ西千葉１Ｆ
千葉県 くまざわ書店　ペリエ千葉本店 千葉市中央区新千葉１－１－１　ペリエ千葉６Ｆ
千葉県 くまざわ書店　ペリエ千葉エキナカ店 千葉市中央区新千葉１－１－１　ペリエ千葉エキナカ４Ｆ　４０３
千葉県 三省堂書店　そごう千葉店 千葉市中央区新町１０００　そごう千葉店９Ｆ
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　千葉寺店 千葉市中央区千葉寺町９７１－７　リブレ京成千葉寺店２Ｆ
千葉県 くまざわ書店　蘇我店 千葉市中央区川崎町７－２０　アリオ蘇我２Ｆ
千葉県 アニメイト　千葉店 千葉市中央区富士見２－２２－２　千葉中央駅前ビルＢ１Ｆ
千葉県 三省堂書店　カルチャーステーション千葉店 千葉市中央区富士見２－３－１　塚本大千葉ビル４Ｆ
千葉県 未来屋書店　マリンピア店 千葉市美浜区高洲３－１３－１　イオンマリンピア店４Ｆ
千葉県 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール幕張 千葉市美浜区浜田２－４５－１　イオンモール幕張新都心グランドモール３Ｆ
千葉県 未来屋書店　幕張新都心店 千葉市美浜区豊砂１－５　イオンモール幕張新都心　ファミリーモール２Ｆ
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　土気店 千葉市緑区あすみが丘東２－２６－７　
千葉県 未来屋書店　鎌取店 千葉市緑区おゆみ野３－１６　イオン鎌取店３Ｆ
千葉県 精文館書店　おゆみ野店 千葉市緑区おゆみ野中央２－１３－８　
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　夏見台店 船橋市夏見台５－１６－１　
千葉県 アニメイト　イオンモール船橋店 船橋市山手１－１－８　イオンモール船橋２Ｆ　２０４
千葉県 未来屋書店　イオンモール船橋店 船橋市山手１－１－８　イオンモール船橋３Ｆ
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　北習志野店 船橋市習志野台２－１－６　北習志野駅前ビル２Ｆ
千葉県 ブックエキスプレス　ペリエ西船橋店 船橋市西船４－２７－７　ＪＲ西船橋駅ペリエ西船橋内３Ｆ
千葉県 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　津田沼パルコ店 船橋市前原西２－１９－１　津田沼パルコＢ館４Ｆ
千葉県 くまざわ書店　馬込沢店 船橋市藤原７－２－２　サミット馬込沢２Ｆ
千葉県 くまざわ書店　ららぽーと店 船橋市浜町２－１－１　ららぽーとＴＯＫＹＯＢＡＹ北館２Ｆ
千葉県 ジュンク堂書店　南船橋店 船橋市浜町２－２－７　ビビット南船橋１Ｆ
千葉県 文教堂書店　下総中山駅店 船橋市本中山２－１７－２０　
千葉県 くまざわ書店　シャポー船橋店 船橋市本町７－１－１　シャポー船橋Ｂ１Ｆ
千葉県 ときわ書房　イトーヨーカドー船橋店 船橋市本町７－６－１　イトーヨーカドー東館５Ｆ
千葉県 多田屋 匝瑳市八日市場イ２４６０
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大網白里店 大網白里市みやこ野２－４－１　
千葉県 未来屋書店　銚子店 銚子市三崎町２－２６６０－１　イオンモール銚子２Ｆ
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東金店 東金市田間２２２　
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　北柏店 柏市花野井１０１９－１　
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　青葉台店 柏市青葉台２－１７－３１　
千葉県 くまざわ書店　モラージュ柏店 柏市大山台２－３－１　モラージュ柏２　２Ｆ
千葉県 紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店 柏市大島田１－６－１　セブンパークアリオ柏２Ｆ
千葉県 アニメイト　アリオ柏 柏市大島田９５０－１　セブンパークアリオ柏２Ｆ－２７３０
千葉県 ジュンク堂書店　柏モディ店 柏市柏１－２－２６　柏モディ５Ｆ
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　柏駅前店 柏市柏１－２－３１　柏共同ビル３Ｆ
千葉県 アニメイト　柏店 柏市柏１－３－１　ドン・キホーテ４Ｆ
千葉県 未来屋書店　柏店 柏市豊町２－５－２５　イオンモール柏２Ｆ
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ＲｅｄＷａｌｌ 柏市末広町１－１　東武鉄道柏駅改札内
千葉県 くまざわ書店　柏高島屋店 柏市末広町１－１　柏高島屋ステーションモール新館５Ｆ
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　八街店 八街市文違文違野３０１－１１５　
千葉県 くまざわ書店　勝田台店 八千代市勝田台１－１０　京成ストア勝田台店３Ｆ
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　勝田台店 八千代市勝田台１－３１－７　
千葉県 くまざわ書店　八千代台店 八千代市八千代台東１－１－１０　ユアエルム八千代台３Ｆ
千葉県 ときわ書房　八千代台店 八千代市八千代台北１－１－１　アピアビル３Ｆ
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　富津店 富津市青木１－５－１　イオン富津ショッピングセンター１Ｆ
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店 富里市七栄１００５－５　
千葉県 文教堂書店　茂原店 茂原市茂原１０　
千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店 茂原市木崎２２７２　
千葉県 くまざわ書店　木更津店 木更津市ほたる野４－２－４８　アピタ木更津店２Ｆ
千葉県 アニメイト　イオンモール木更津店 木更津市築地１－４　イオンモール木更津２Ｆ
千葉県 未来屋書店　木更津店 木更津市築地１－４　イオンモール木更津２Ｆ
千葉県 未来屋書店　木更津朝日店 木更津市朝日３－１０－１９　イオンタウン木更津朝日２Ｆ
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　七光台店 野田市七光台４－２　
千葉県 未来屋書店　ノア店 野田市中根３６－１　イオンノア店３Ｆ
東京都 文教堂書店　あきる野とうきゅう店 あきる野市秋川１－１７－１　あきる野とうきゅう４Ｆ
東京都 コーチャンフォー　若葉台店 稲城市若葉台２－９－２　
東京都 蔦屋書店　稲城若葉台店 稲城市若葉台４－１　
東京都 くまざわ書店　稲城店 稲城市矢野口２２８４－１　アメリア稲城ショッピングセンター１Ｆ
東京都 大垣書店　ブックスタマ　小作店 羽村市栄町１－３－１１　田村ビル
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　羽村店 羽村市栄町２－３－３　
東京都 ＢＯＯＫＳキデイランド　亀有店 葛飾区亀有３－４９－３　アリオ亀有アリオモール２Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　亀有店 葛飾区亀有５－３５－１０１　
東京都 ＮＥＴ２１第一書林　新小岩南口店 葛飾区新小岩１－３８－８
東京都 文教堂書店　青戸店 葛飾区青戸３－３６－１　ユアエルム青戸店六番街
東京都 椿書房 江戸川区春江町２－４０－１
東京都 未来屋書店　葛西店 江戸川区西葛西３－９－１９　イオン葛西店４Ｆ
東京都 文教堂書店　西葛西店 江戸川区西葛西６－８－７　
東京都 くまざわ書店　船堀店 江戸川区船堀４－１－１　江戸川区総合区民ホール１Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　船堀店 江戸川区船堀４－２－２　
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東京都 八重洲ブックセンター　アリオ葛西店 江戸川区東葛西９－３－３　アリオ葛西店３Ｆ
東京都 有隣堂　アトレ亀戸店 江東区亀戸５－１－１　アトレ亀戸５Ｆ
東京都 リブロ　南砂町ショッピングセンターＳＵＮＡＭＯ店 江東区新砂３－４－３１　南砂町ショッピングセンターＳＵＮＡＭＯ３Ｆ
東京都 くまざわ書店　東京テレポート店 江東区青海１－２－１　りんかい線東京テレポート駅構内
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　東大島店 江東区大島８－３３－１９　
東京都 文教堂書店　東陽町駅前店 江東区東陽４－１－７　佐藤ダイヤビル１Ｆ
東京都 くまざわ書店　豊洲店 江東区豊洲３－４－８　スーパービバホーム豊洲２Ｆ専門店街
東京都 丸善　有明ガーデン店 江東区有明２－１－８　有明ガーデン４Ｆ
東京都 丸善　有明ワンザ店 江東区有明３－６－１１　東京ファッションタウンビル東館２Ｆ
東京都 くまざわ書店　品川店 港区港南２－１５－２　品川インターシティＡ棟２Ｆ
東京都 くまざわ書店　田町店 港区芝浦３－１－２１　ｍｓｂ　Ｔａｍａｃｈｉ　田町ステーションタワーＳ棟４Ｆ
東京都 文教堂書店　赤坂店 港区赤坂２－１４－２７　国際新赤坂ビル東館１Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　赤坂店 港区赤坂５－３－１　赤坂ＢｉｚタワーＢ１Ｆ
東京都 くまざわ書店　アクアシティお台場店 港区台場１－７－１　アクアシティお台場４Ｆ
東京都 文教堂書店　広尾店 港区南麻布４－１－２９　広尾ガーデン２Ｆ
東京都 文教堂　六本木ヒルズ店 港区六本木６－１０－１　六本木ヒルズウェストウォーク４Ｆ
東京都 くまざわ書店　南千住店 荒川区南千住４－７－２　ＬａＬａテラス南千住１Ｆ
東京都 紀伊國屋書店　国分寺店 国分寺市南町３－２０－３　ＣＥＬＥＯ国分寺８Ｆ
東京都 増田書店　北口店 国立市北１－７－１　クレッセント国立ディアナプレス１２４
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　三鷹新川店 三鷹市新川３－３－３６　
東京都 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 渋谷区宇田川町２１－６　
東京都 アニメイト　渋谷店 渋谷区宇田川町３１－２　渋谷ＢＥＡＭ３Ｆ
東京都 代官山　蔦屋書店 渋谷区猿楽町１７－５　
東京都 有隣堂　アトレ恵比寿店 渋谷区恵比寿南１－５－５　アトレ恵比寿５Ｆ　５０８０
東京都 紀伊國屋書店　笹塚店 渋谷区笹塚１－４８－１４　笹塚ショッピングモール１Ｆ
東京都 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＨＩＢＵＹＡ 渋谷区神南１－２１－３　渋谷ｍｏｄｉ５Ｆ・６Ｆ・７Ｆ
東京都 文教堂書店　代々木上原駅店 渋谷区西原３－８－５　アコルデ代々木上原２Ｆ
東京都 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店 渋谷区道玄坂２－２４－１　東急百貨店本店７Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　幡ヶ谷店 渋谷区幡ヶ谷２－１２－１　幡ヶ谷中央第２ビル
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　武蔵小金井店 小金井市貫井北町２－１１－３　
東京都 くまざわ書店　武蔵小金井北口店 小金井市本町５－１１－２　ＭＥＧＡドンキホーテ武蔵小金井駅前店Ｂ１Ｆ
東京都 くまざわ書店　ＩＹ武蔵小金井店 小金井市本町６－１４－９　イトーヨーカドー武蔵小金井店３Ｆ
東京都 リブロ　花小金井店 小平市花小金井１－８－３　いなげや花小金井駅前店２Ｆ
東京都 文教堂書店　小平店 小平市仲町４３９　
東京都 ＮＥＴ２１井上昭島店 昭島市松原町１－３－１
東京都 くまざわ書店　昭島店 昭島市田中町５６２－１　モリタウン本館２Ｆ
東京都 書泉芳林堂書店　高田馬場店 新宿区高田馬場１－２６－５　ＦＩビル３・４Ｆ
東京都 紀伊國屋書店　新宿本店　Ｃｏｍｉｃ＆ＤＶＤフォレスト 新宿区新宿３－１７－７　
東京都 ブルービート　ヴィレッジヴァンガード 新宿区新宿３－３８－１　ルミネエスト新宿５Ｆ
東京都 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＰＯＴ新宿 新宿区新宿３－３８－１　ルミネエスト新宿Ｂ１
東京都 アニメイト　新宿ハルク 新宿区西新宿１－５－１　新宿西口ハルク５Ｆ
東京都 ブックファースト　新宿店 新宿区西新宿１－７－３　モード学園コクーンタワーＢ１Ｆ
東京都 くまざわ書店　東京オペラシティ店 新宿区西新宿３－２０－２　東京オペラシティ２Ｆ
東京都 今野書店　コミック店 杉並区西荻北３－１－８　Ｂ１Ｆ
東京都 あゆみＢｏｏｋｓ　杉並店 杉並区梅里１－７－１５　カーニープレイス杉並１Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　浜田山店 杉並区浜田山３－３７－１５　
東京都 ＮＥＴ２１秀文堂方南町店 杉並区方南２－１３－７
東京都 文教堂書店　二子玉川店 世田谷区玉川２－２１－１　二子玉川ライズ・ＳＣタウンフロント６Ｆ
東京都 三省堂書店　経堂店 世田谷区経堂２－１－３３　経堂コルティ２Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　馬事公苑店 世田谷区上用賀２－４－１８　コリーヌ馬事公苑１～２Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　桜新町店 世田谷区新町２－３８－１６　
東京都 三省堂書店　成城店 世田谷区成城６－５－３４　成城コルティ２Ｆ
東京都 ＮＥＴ２１千歳船橋店 世田谷区船橋１－９－４５
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店 世田谷区太子堂４－１－１　キャロットタワー２Ｆ
東京都 三省堂書店　下北沢店 世田谷区北沢２－２５－２１　大丸ピーコック下北沢店３Ｆ
東京都 リブロ　田無店 西東京市田無町２－１－１　リヴィン田無４Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　保谷駅前店 西東京市東町３－１４－３０　ステアＢ１Ｆ
東京都 文教堂書店　河辺店 青梅市河辺町１０－７－１　イオンスタイル河辺店４Ｆ
東京都 ＣＯＭＩＣ　ＺＩＮ　秋葉原店 千代田区外神田１－１１－７　高和秋葉原ビル
東京都 三省堂書店　アトレ秋葉原１ 千代田区外神田１－１７－６　アトレ秋葉原１　２Ｆ
東京都 コミックとらのあな　秋葉原店Ａ 千代田区外神田４－３－１　秋葉原西口ビル
東京都 アニメイト　秋葉原本館 千代田区外神田４－３－２　
東京都 くまざわ書店　大手町店 千代田区丸の内１－３－１　都営三田線大手町駅Ｂ１改札外コンコース
東京都 丸善　丸の内本店 千代田区丸の内１－６－４　丸の内ＯＡＺＯ内
東京都 三省堂書店　東京駅一番街店 千代田区丸の内１－９－１　東京駅一番街１Ｆ
東京都 文教堂書店　市ヶ谷店 千代田区五番町３－１　五番町グランドビル１Ｆ
東京都 有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店 千代田区神田花岡町１－１　ヨドバシＡＫＩＢＡ７Ｆ
東京都 書泉ブックタワー 千代田区神田佐久間町１－１１－１
東京都 丸善　お茶の水店 千代田区神田駿河台２－８　瀬川ビル１Ｆ・２Ｆ
東京都 三省堂書店　神保町本店 千代田区神田神保町１－１　
東京都 まんが王 千代田区飯田橋２－３－６　１Ｆ
東京都 三省堂書店　有楽町店 千代田区有楽町２－１０－１　東京交通会館１Ｆ・２Ｆ
東京都 くまざわ書店　イトーヨーカドー綾瀬店 足立区綾瀬３－４－２５　イトーヨーカドー綾瀬店４Ｆ
東京都 くまざわ書店　西新井店 足立区西新井栄町１－２０－１　アリオ西新井３Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ＥＱＵｉＡ北千住北店 足立区千住旭町４２－１　東武鉄道北千住駅Ｂ１Ｆ
東京都 ブックファースト　ルミネ北千住店 足立区千住旭町４２－２　ルミネ北千住８Ｆ
東京都 くまざわ書店　千住大橋店 足立区千住橋戸町１－１３　ポンテポルタ千住店１Ｆ
東京都 くまざわ書店　永山店 多摩市永山１－４　グリナード永山３Ｆ
東京都 蔦屋書店　多摩永山店 多摩市貝取１－２５－１　
東京都 くまざわ書店　桜ヶ丘店 多摩市関戸１－１１－１　聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターＡ館７Ｆ
東京都 アニメイト　聖蹟桜ヶ丘オーパ 多摩市関戸４－７２　聖蹟桜ヶ丘ＯＰＡ３Ｆ
東京都 ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店 多摩市落合１－４６－１　ココリア多摩センター５Ｆ
東京都 くまざわ書店　浅草店 台東区花川戸１－４－１　ＥＫＩＭＩＳＥ６Ｆ
東京都 明正堂　アトレ上野店 台東区上野７－１－１　アトレ上野５０８０
東京都 くまざわ書店　京急蒲田店 大田区蒲田４－５０－１１　ウィングキッチン京急蒲田Ｍ２Ｆ
東京都 くまざわ書店コミックランドビーワン蒲田店 大田区蒲田５－１３－１　グランデュオ蒲田東館６Ｆ
東京都 有隣堂　グランデュオ蒲田店 大田区西蒲田７－６８－１　グランデュオ蒲田西館６Ｆ
東京都 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　東急プラザ蒲田店 大田区西蒲田７－６９－１　東急プラザ蒲田６Ｆ
東京都 アニメイト　蒲田店 大田区西蒲田８－４－１２　３Ｆ　
東京都 ブックスフジ　大鳥居店 大田区西糀谷３－３７－１１　ハイブリッジ２１
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　大森町駅前店 大田区大森西３－２０－１３　
東京都 ブックファースト　アトレ大森店 大田区大森北１－６－１６　アトレ大森４Ｆ
東京都 くまざわ書店　イトーヨーカドー大森店 大田区大森北２－１３－１　イトーヨーカドー大森店３Ｆ
東京都 くまざわ書店　田園調布店 大田区田園調布２－６２－４　東急スクエアガーデンサイト２Ｆ
東京都 文教堂書店　人形町店 中央区日本橋人形町１－１８－１２　日土地人形町ビル１Ｆ
東京都 八重洲ブックセンター　本店 中央区八重洲２－５－１
東京都 ブックファースト　中野店 中野区中野４－３－１　中野サンクォーレ１Ｆ・２Ｆ
東京都 明屋書店　中野ブロードウェイ店 中野区中野５－５２－１５　ブロードウェーセンター３Ｆ
東京都 文教堂書店　中野坂上店 中野区本町２－４６－１　中野坂上サンブライトツイン１Ｆ
東京都 文教堂書店　つくし野とうきゅう店 町田市つくし野１－３０－１　つくし野東急ストア２Ｆ
東京都 アニメイト　町田店 町田市原町田４－１１－１４　コロンブスビル１・２Ｆ
東京都 ゲーマーズ　町田店 町田市原町田４－５－８　いちご町田イーストビル２Ｆ
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東京都 ブックファースト　ルミネ町田店 町田市原町田６－１－１１　ルミネ町田７Ｆ
東京都 紀伊國屋書店　小田急町田店 町田市原町田６－１２－２０　小田急百貨店町田店８Ｆ
東京都 有隣堂　町田モディ店 町田市原町田６－２－６　町田モディ８Ｆ
東京都 くまざわ書店　町田根岸店 町田市根岸町２－１８－１　アメリア町田根岸店２Ｆ
東京都 リブロ　南町田グランベリーパーク店 町田市鶴間３－４－１　グランベリーパーク　セントラルコート２Ｆ
東京都 文教堂書店　成瀬店 町田市南成瀬１－３－５　相鉄ローゼン３Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　町田木曽店 町田市木曽西１－１７－１３　
東京都 くまざわ書店　国領店 調布市国領町８－２－６４　イトーヨーカドー国領店３Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　調布駅南口店 調布市小島町２－５１－３　ロイヤルプラザ２Ｆ
東京都 真光書店　本店 調布市布田１－３６－８
東京都 くまざわ書店　調布店 調布市布田４－４－２２　トリエ京王調布Ａ館４Ｆ
東京都 オリオン書房　エミオ秋津店 東村山市秋津町５－７－８　
東京都 メディアライン　東村山店 東村山市本町２－２－１９　イトーヨーカドー東村山店３Ｆ
東京都 くまざわ書店　東大和店 東大和市桜が丘２－１４２－１　イトーヨーカドー東大和店２Ｆ
東京都 大垣書店　ブックスタマ　東大和店 東大和市仲原４－２－４　
東京都 くまざわ書店　八王子みなみ野店 八王子市みなみ野１－２－１　アクロスモール八王子みなみ野２Ｆ
東京都 蔦屋書店　八王子みなみ野店 八王子市みなみ野１－７－７　
東京都 くまざわ書店コミックランドビーワン八王子店 八王子市旭町２－１１　
東京都 アニメイト　八王子店 八王子市旭町６－６　ＰＩＯＳビル３Ｆ
東京都 くまざわ書店　イトーヨーカドー八王子店 八王子市狭間町１４６２－１　イトーヨーカドー八王子店３Ｆ
東京都 くまざわ書店　八王子南口店 八王子市子安町４－７－１　サザンスカイタワー八王子１Ｆ
東京都 くまざわ書店　西八王子店 八王子市千人町２－２０－３　
東京都 くまざわ書店　イーアス高尾店 八王子市東浅川町５５０－３３　イーアス高尾２Ｆ
東京都 蔦屋書店　八王子楢原店 八王子市楢原町８１９－１　
東京都 蔦屋書店　南大沢店 八王子市南大沢２－２５　フォレストモール南大沢店１Ｆ
東京都 文教堂書店　南大沢店 八王子市南大沢２－２８－１　ガレリア・ユギ５Ｆ
東京都 くまざわ書店　京王八王子店 八王子市明神町３－２７－１　京王八王子ショッピングセンター９Ｆ
東京都 高島平南天堂 板橋区高島平２－３３－１－１０４
東京都 文教堂書店　成増店 板橋区成増１－２９－１５　ロイヤルマンション１Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ＥＱＵｉＡ成増店 板橋区成増２－１３－１　成増南口駅ビル　ＥＱＵｉＡ成増２Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　光が丘店 板橋区赤塚新町３－１５　
東京都 大地屋書店　大山店 板橋区大山町３１－２　松長ビル１Ｆ
東京都 未来屋書店　板橋店 板橋区徳丸２－６－１　イオン板橋店４Ｆ
東京都 ＮＥＴ２１ブックスページワン　板橋店 板橋区板橋１－４８－１５
東京都 文教堂書店　西台店 板橋区蓮根３－９　
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　西五反田店 品川区西五反田２－２７－４　明治安田生命五反田ビル１Ｆ
東京都 有隣堂　アトレ大井町店 品川区大井１－２－１　アトレ大井町店５Ｆ５１３０
東京都 文教堂書店　大崎店 品川区大崎１－６－５　大崎ニューシティ１Ｆ
東京都 ブックファースト　五反田店 品川区東五反田２－１－２　五反田東急スクエア７Ｆ
東京都 未来屋書店　品川シーサイド店 品川区東品川４－１２－５　イオン品川シーサイド店３Ｆ
東京都 アニメイト　イオンモールむさし村山 武蔵村山市榎１－１－３　イオンモールむさし村山３Ｆ
東京都 オリオン書房　イオンモールむさし村山店 武蔵村山市榎１－１－３－３０１１　イオンモールむさし村山３Ｆ
東京都 ブックファースト　アトレ吉祥寺店 武蔵野市吉祥寺南町１－１－２４　アトレ吉祥寺２Ｆ
東京都 ブックファースト　アトレ吉祥寺東館店 武蔵野市吉祥寺南町１－１－２４　アトレ吉祥寺東館２Ｆ
東京都 啓文堂書店　吉祥寺店 武蔵野市吉祥寺南町２－１－２５　キラリナ京王吉祥寺７Ｆ
東京都 ジュンク堂書店　吉祥寺店 武蔵野市吉祥寺本町１－１１－５　コピス吉祥寺Ｂ館６Ｆ・７Ｆ
東京都 アニメイト　吉祥寺パルコ 武蔵野市吉祥寺本町１－５－１　吉祥寺ＰＡＲＣＯ７Ｆ
東京都 文教堂書店　武蔵境駅前店 武蔵野市境南町２－２－３　
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　三鷹北口店 武蔵野市中町１－１７－４　三鷹由維ビル１Ｆ・２Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　福生店 福生市本町３６－１　
東京都 文教堂書店　グリーンコート店 文京区本駒込２－２８－１０　文京グリーンコート　イーストウイング
東京都 ブックエキスプレス　駒込店 豊島区駒込２－１－１　ＪＲ駒込駅構内　改札内
東京都 くまざわ書店　池袋店 豊島区西池袋１－１１－１　ルミネ池袋６Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ＥＱＵｉＡ池袋店 豊島区西池袋１－１－２１　東武東上線池袋駅北口地下１Ｆ
東京都 アニメイト　池袋本店 豊島区東池袋１－２０－７　
東京都 くまざわ書店　サンシャインシティアルパ店 豊島区東池袋３－１－２　サンシャインシティ専門店街アルパ２Ｆ
東京都 アニメガ×ソフマップ　池袋サンシャインアルタ店 豊島区東池袋３－１－３　池袋サンシャインシティアルタ１Ｆ
東京都 三省堂書店　池袋本店 豊島区南池袋１－２８－１　西武池袋本店　別館・書籍館
東京都 ジュンク堂書店　池袋本店 豊島区南池袋２－１５－５　
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ビーンズ赤羽店 北区赤羽１－６７－５８　ビーンズテラス赤羽内
東京都 文教堂書店　赤羽店 北区赤羽１－７－９　赤羽第一葉山ビルメッツ１Ｆ・２Ｆ
東京都 三省堂書店　東京ソラマチ店 墨田区押上１－１－２　東京スカイツリータウンソラマチ２Ｆ
東京都 アニメイト　錦糸町店 墨田区錦糸２－１３－６　Ｓ・ハルヤマビル１Ｆ
東京都 くまざわ書店コミックランドビーワン錦糸町 墨田区錦糸２－２－１　アルカキット錦糸町９Ｆ
東京都 有隣堂　錦糸町テルミナ店 墨田区江東橋３－１４－５　テルミナ４Ｆ
東京都 ブックファースト　自由が丘店 目黒区自由が丘１－８－２１　メルサ自由が丘Ｐａｒｔ１地下１Ｆ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　自由が丘店 目黒区自由が丘２－１０－８　ＮＫビル２Ｆ
東京都 中目黒　蔦屋書店 目黒区上目黒１－２２－１０　
東京都 ＮＥＴ２１恭文堂学芸大学店 目黒区鷹番３－３－１９
東京都 未来屋書店　碑文谷店 目黒区碑文谷４－１－１　イオンスタイル碑文谷店５Ｆ
東京都 アニメイト　立川店 立川市柴崎町　２－３－１　ＡＳＡＭＩビル３Ｆ・４Ｆ
東京都 オリオン書房　サザン店 立川市柴崎町３－２－１　サザン２Ｆ
東京都 オリオン書房　アレア店 立川市柴崎町３－６－２９　アレアレア２　３Ｆ
東京都 オリオン書房　ルミネ立川店 立川市曙町２－１－１　ルミネ立川店８Ｆ
東京都 ジュンク堂書店　立川高島屋店 立川市曙町２－３９－３　立川高島屋Ｓ．Ｃ．６Ｆ
東京都 オリオン書房　ノルテ店 立川市曙町２－４２－１　パークアベニュー３Ｆ
東京都 リブロ　エミオ富士見台店 練馬区貫井３－７－５　エミオ富士見台内
東京都 リブロ　光が丘店 練馬区光が丘５－１－１　リヴィン光が丘５Ｆ
東京都 文教堂書店　練馬高野台店 練馬区高野台１－７－１７　大丸ピーコック２Ｆ
東京都 蔦屋書店　練馬春日町店 練馬区春日町２－１４－６　
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　石神井台店 練馬区石神井台７－２６－１　
東京都 八重洲ブックセンター　石神井公園店 練馬区石神井町２－１４－１　石神井公園ピアレス１Ｆ
東京都 あゆみＢｏｏｋｓ　平和台店 練馬区早宮２－１７－４１　やかた平和台ビル１Ｆ
東京都 ジュンク堂書店　大泉学園店 練馬区東大泉１－２８－１　Ｇｒａｎｄ　Ｅｍｉｏ大泉学園３Ｆ
東京都 リブロ　大泉店 練馬区東大泉２－１０－１１　リヴィンオズ大泉店４Ｆ
東京都 くまざわ書店　大泉学園店 練馬区東大泉５－４３－１　ゆめりあフェンテ４Ｆ
東京都 ブックファースト　練馬店 練馬区練馬１－５－１０　
神奈川県 文教堂書店　綾瀬上土棚店 綾瀬市上土棚北５－１１－４３　
神奈川県 くまざわ書店　綾瀬店 綾瀬市深谷１－１－１　綾瀬タウンヒルズショッピングセンター２Ｆ
神奈川県 伊勢原書店 伊勢原市桜台１－２－５
神奈川県 文教堂書店　伊勢原店 伊勢原市桜台１－３－３　伊勢原コマ４Ｆ
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　横須賀粟田店 横須賀市粟田２－６－６　
神奈川県 くまざわ書店　久里浜店 横須賀市久里浜４－４－１０　ウイング久里浜４Ｆ
神奈川県 文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店 横須賀市若松町２－３０　横須賀モアーズシティ７Ｆ
神奈川県 アニメイト　横須賀店 横須賀市若松町２－５－３　矢島ビル６Ｆ
神奈川県 文教堂　ＬＩＶＩＮよこすか店 横須賀市平成町３－２１－４　ＬＩＶＩＮよこすか２Ｆ
神奈川県 くまざわ書店　横須賀店 横須賀市本町２－１－１２　コースカベイサイドストアーズ４Ｆ
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ケ峰駅前店 横浜市旭区鶴ケ峰２－８２－１　ココロット鶴ケ峰２Ｆ
神奈川県 くまざわ書店　ジョイナステラス二俣川店 横浜市旭区二俣川２－５０－１４　ＪＯＩＮＵＳ　ＴＥＲＲＡＣＥ５Ｆ
神奈川県 文教堂書店　杉田とうきゅう店 横浜市磯子区杉田１－１７－１　
神奈川県 くまざわ書店　能見台店 横浜市金沢区能見台東３－１　イトーヨーカドー能見台店２Ｆ
神奈川県 ヤマダ電機　テックランド戸塚店 横浜市戸塚区汲沢２－１－７
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※配布方法は店舗により異なります。
※特典は数量に限りがあります。無くなり次第終了いたします。
※書店様の状況により、特典を入手いただけない場合がございます。予めご了承ください。

都道府県名 書店名 住所

神奈川県 有隣堂　戸塚モディ店 横浜市戸塚区戸塚町１０　ラピス戸塚１ビル　戸塚モディ４Ｆ
神奈川県 有隣堂　東急プラザ戸塚店 横浜市戸塚区戸塚町１６－１　東急プラザ戸塚２Ｆ
神奈川県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ戸塚店 横浜市戸塚区上倉田町７６９－１　アピタ戸塚店３Ｆ
神奈川県 紀伊國屋書店　西武東戸塚Ｓ．Ｃ．店 横浜市戸塚区品濃町５３６－１　西武東戸塚Ｓ．Ｃ．アネックス館７Ｆ
神奈川県 浜書房　バーズ店 横浜市港南区港南台３－１－３　バーズ４Ｆ
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　菊名東口店 横浜市港北区菊名４－３－１７　
神奈川県 天一書房　綱島店 横浜市港北区綱島西１－６－１９　綱島コア１５
神奈川県 くまざわ書店　アピタテラス横浜綱島店 横浜市港北区綱島東４－３－１７　アピタテラス横浜綱島２Ｆ　２１９区画
神奈川県 三省堂書店　新横浜店 横浜市港北区新横浜２－１００－４５　キュービックプラザ新横浜８Ｆ
神奈川県 くまざわ書店　新横浜店 横浜市港北区新横浜３－４　新横浜プリンスペペ４Ｆ
神奈川県 ＢＯＯＫＳえみたす　大口店 横浜市神奈川区神之木町２－３０　ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ大口店Ｂ１
神奈川県 アニメイト　オンラインショップ 横浜市神奈川区千若町３－１　ケイヒン配送内事務棟３Ｆ
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　シァルプラット東神奈川店 横浜市神奈川区東神奈川１－２９　シャルプラット東神奈川３Ｆ
神奈川県 天一書房　瀬谷店 横浜市瀬谷区中央３－６
神奈川県 くまざわ書店　ランドマーク店 横浜市西区みなとみらい２－２－１　ランドマークプラザ２Ｆ
神奈川県 丸善　横浜みなとみらい店 横浜市西区みなとみらい２－３－２　みなとみらい東急スクエア１　３Ｆ
神奈川県 くまざわ書店　マークイズみなとみらい店 横浜市西区みなとみらい３－５－１　マークイズみなとみらいＢ４
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　横浜みなとみらい店 横浜市西区みなとみらい４－７－１　
神奈川県 有隣堂　ルミネ横浜店 横浜市西区高島２－１６－１　ルミネ横浜６Ｆ
神奈川県 紀伊國屋書店　横浜店 横浜市西区高島２－１８－１　そごう横浜店７Ｆ
神奈川県 有隣堂　横浜駅西口店 横浜市西区南幸１－４－Ｂ１Ｆ　
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　はまりん横浜駅店 横浜市西区南幸１－９　市営地下鉄横浜駅構内Ｂ１Ｆ
神奈川県 アニメイト　横浜ビブレ 横浜市西区南幸２－１５－１３　横浜ビブレ８Ｆ
神奈川県 文教堂書店　すすき野とうきゅう店 横浜市青葉区すすき野２－５－４　東急ストア２Ｆ
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　あざみ野店 横浜市青葉区新石川１－９－１　真澄スクエアービル１Ｆ
神奈川県 ブックファースト　青葉台店 横浜市青葉区青葉台２－１－１　青葉台東急スクエアＳｏｕｔｈ－１別館３・４Ｆ
神奈川県 蔦屋書店　青葉奈良店 横浜市青葉区奈良３－２１－１　
神奈川県 有隣堂　たまプラーザテラス店 横浜市青葉区美しが丘１－１－２　たまプラーザテラスゲートプラザ内
神奈川県 文教堂書店　立場店 横浜市泉区中田西１－１　イトーヨーカドー立場店３Ｆ
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　弥生台店 横浜市泉区弥生台１６－３　
神奈川県 有隣堂　本店 横浜市中区伊勢佐木町１－４－１　
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ホームズ新山下店 横浜市中区新山下２－１２－３４　
神奈川県 くまざわ書店　鶴見店 横浜市鶴見区鶴見中央１－１－１　シァル鶴見５Ｆ
神奈川県 ブックポート２０３　鶴見店 横浜市鶴見区鶴見中央３－６－２５
神奈川県 ＮＥＴ２１井上鶴見ミナール店 横浜市鶴見区豊岡町１８－１　ミナール３Ｆ
神奈川県 有隣堂　センター南駅店 横浜市都筑区茅ケ崎中央１－１　市営地下鉄センター南駅構内
神奈川県 リブロ　港北東急ＳＣ店 横浜市都筑区茅ケ崎中央５－１　港北東急４Ｆ
神奈川県 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店 横浜市都筑区池辺町４０３５－１　ららぽーと横浜３Ｆ　３５０９０
神奈川県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店 横浜市都筑区中川中央１－２５－１　ノースポートモール３Ｆ
神奈川県 ブックファースト　モザイクモール港北店 横浜市都筑区中川中央１－３１－１　モザイクモール港北２Ｆ
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　港北ミナモ店 横浜市都筑区中川中央２－７－１　
神奈川県 よむよむ　横浜仲町台店 横浜市都筑区仲町台１－２８－４　パルウィッツ仲町台１Ｆ
神奈川県 文教堂書店　保土ケ谷駅ビル店 横浜市保土ケ谷区岩井町１－７　
神奈川県 スーパーブックス　住吉書房　保土ケ谷店 横浜市保土ケ谷区岩井町１－７　ビーンズ３Ｆ
神奈川県 文教堂書店　ローソン　鴨居駅東店 横浜市緑区鴨居３－１－９　
神奈川県 文教堂書店　中山とうきゅう店 横浜市緑区中山町３０４－１　中山とうきゅう４Ｆ
神奈川県 くまざわ書店　長津田店 横浜市緑区長津田みなみ台４－７－１　アピタ長津田店１Ｆ
神奈川県 文教堂書店　杉久保店 海老名市杉久保９５８－５　
神奈川県 有隣堂　ららぽーと海老名店 海老名市扇町１３－１　ららぽーと海老名４Ｆ
神奈川県 三省堂書店　海老名店 海老名市中央１－１－１　ＶｉＮＡＷＡＬＫ一番館４Ｆ
神奈川県 アニメイト　マルイファミリー海老名店 海老名市中央１－６－１　マルイファミリー海老名５Ｆ
神奈川県 未来屋書店　海老名店 海老名市中央２－４－１　イオン海老名店３Ｆ
神奈川県 くまざわ書店　さがみ野店 海老名市東柏ケ谷３－３－１５　相鉄ライフ２Ｆ　　
神奈川県 文教堂書店　鎌倉とうきゅう店 鎌倉市小町１－２－１１　鎌倉とうきゅう６Ｆ
神奈川県 文教堂書店　鎌倉台店 鎌倉市台５－８－２９　
神奈川県 くまざわ書店　大船店 鎌倉市大船１－２５－３０　西友大船店６Ｆ
神奈川県 川上書店　ラスカ店 茅ヶ崎市元町１－１－５０４
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛甲石田店 厚木市愛甲１－９－１２　諸星愛甲ビル１Ｆ
神奈川県 蔦屋書店　厚木下依知店 厚木市下依知１－８－８　
神奈川県 くまざわ書店　本厚木店 厚木市中町２－２－１　小田急本厚木ミロード２　５Ｆ
神奈川県 有隣堂　厚木店 厚木市中町２－６　三成ほていやビル
神奈川県 アニメイト　本厚木店 厚木市中町２－７－５　ｗａｍｉｌｅｓ　ｈｉｋａｒｉ　ＢＬＤ２Ｆ
神奈川県 文教堂書店　毛利台店 厚木市長谷１５４３－１　
神奈川県 文教堂書店　Ｒ４１２店 厚木市林１－２－１０　
神奈川県 紀伊國屋書店　イオンモール座間店 座間市広野台２－１０－４　イオンモール座間３Ｆ
神奈川県 文教堂　相武台駅前南口店 座間市相武台３－４８５１－１　
神奈川県 文教堂書店　入谷店 座間市入谷西５－３－３０　
神奈川県 文教堂書店　葉山店 三浦郡葉山町一色１４６５－１　
神奈川県 アニメイト　小田原店 小田原市栄町１－１４－４８　ジャンボーナックルＢ１
神奈川県 三省堂書店　小田原店 小田原市城山１－１－１　ＪＲ東海小田原駅構内
神奈川県 原書店 秦野市下大槻２２０－５
神奈川県 伊勢原書店　秦野店 秦野市曽屋５９０９－３
神奈川県 未来屋書店　秦野店 秦野市入船町１２－１　イオン秦野店２Ｆ
神奈川県 島屋書店 秦野市鈴張町５－３０　
神奈川県 いけだ書店　新逗子店 逗子市逗子５－１－６　京急新逗子駅ビルニート２Ｆ
神奈川県 くまざわ書店　さぎ沼店 川崎市宮前区鷺沼１－１　さぎ沼とうきゅう４Ｆ
神奈川県 アニメイト　川崎店 川崎市幸区大宮町１３１０　ミューザ川崎２Ｆ
神奈川県 丸善　ラゾーナ川崎店 川崎市幸区堀川町７２－１　ラゾーナ川崎プラザ１Ｆ
神奈川県 文教堂書店　溝ノ口本店 川崎市高津区久本３－１－２８　
神奈川県 文教堂書店　溝ノ口駅前店 川崎市高津区溝口１－３－１　ノクティプラザ１－７Ｆ
神奈川県 有隣堂　アトレ川崎店 川崎市川崎区駅前本町２６－１　アトレ川崎４Ｆ
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　川崎駅前店 川崎市川崎区駅前本町８　ダイスビル５Ｆ
神奈川県 紀伊國屋書店　イトーヨーカドー川崎店 川崎市川崎区小田栄２－２－１　イトーヨーカドー川崎店３Ｆ
神奈川県 ブックポート２０３　中野島店 川崎市多摩区中野島１－９－１　クリサンテーム中野島１Ｆ
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　向ヶ丘遊園店 川崎市多摩区登戸２０５２　
神奈川県 文教堂書店　登戸駅店 川崎市多摩区登戸３４３５　
神奈川県 スーパーブックス　住吉書房　武蔵中原店 川崎市中原区上小田中４－２－１　ビーンズ武蔵中原２Ｆ
神奈川県 文教堂書店　新城駅店 川崎市中原区上新城２－１－１７　
神奈川県 紀伊國屋書店　武蔵小杉店 川崎市中原区新丸子東３－１１３５－１　グランツリー武蔵小杉３Ｆ
神奈川県 文教堂書店　南橋本店 相模原市中央区下九沢５４－１　
神奈川県 文教堂書店　上溝番田店 相模原市中央区上溝３６６－１　
神奈川県 文教堂書店　星ヶ丘店 相模原市中央区千代田６－３　千代田プラザ
神奈川県 くまざわ書店　相模原店 相模原市中央区相模原１－１－１９　相模原ｉｔ’ｓ４Ｆ
神奈川県 文教堂書店　相模原富士見町店 相模原市中央区富士見４－８－１　
神奈川県 よむよむ　原当麻駅前店 相模原市南区下溝６０６－１７　
神奈川県 ブックファースト　ボーノ相模大野店 相模原市南区相模大野３－２－１　ボーノ相模大野ＳＣ４Ｆ
神奈川県 くまざわ書店　相模大野店 相模原市南区相模大野３－８－１　相模大野ステーションスクエアＡ棟６Ｆ
神奈川県 伊勢原書店　城山店 相模原市緑区久保沢１－４－１２
神奈川県 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店 相模原市緑区大山町１－２２　アリオ橋本店１Ｆ
神奈川県 くまざわ書店　大和鶴間店 大和市下鶴間１－３－１　イトーヨーカドー大和鶴間店３Ｆ
神奈川県 未来屋書店　大和店 大和市渋谷６－６－１　イオン大和ＳＣ２Ｆ
神奈川県 くまざわ書店　大和店 大和市大和東１－１－１　プロス３Ｆ
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神奈川県 ブックポート２０３　大和店 大和市大和東１－２－１　大和スカイビル１Ｆ
神奈川県 文教堂書店　中央林間店 大和市中央林間４－６－３　　エトモ中央林間２Ｆ
神奈川県 蔦屋書店　大和下鶴間店 大和市中央林間西２－５－３６　
神奈川県 文教堂書店　平塚店 中郡大磯町高麗３－２－２８　
神奈川県 文教堂書店　大磯国府店 中郡大磯町国府本郷９４０－６　
神奈川県 文教堂書店　湘南とうきゅう店 藤沢市遠藤字滝の沢６９８－１０　湘南とうきゅう２Ｆ
神奈川県 くまざわ書店　湘南台店 藤沢市石川６－２－１　イトーヨーカドー湘南台店３Ｆ
神奈川県 くまざわ書店　辻堂湘南モール店 藤沢市辻堂新町４－１－１　湘南モールＦＩＬＬ２Ｆ
神奈川県 有隣堂　テラスモール湘南店 藤沢市辻堂神台１－３－１　テラスモール湘南４Ｆ　４０１区画
神奈川県 ジュンク堂書店　藤沢店 藤沢市藤沢５５９　ビックカメラ７Ｆ・８Ｆ
神奈川県 アニメイト　藤沢店 藤沢市南藤沢１９－１７　ドン・キホーテ藤沢駅南口店５Ｆ
神奈川県 有隣堂　藤沢店 藤沢市南藤沢２－１－１　名店ビル内
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店 平塚市四之宮２－１２－８　
神奈川県 文教堂書店　平塚駅店 平塚市代官町１－１　平塚ラスカ南館３Ｆ
神奈川県 有隣堂　ららぽーと湘南平塚店 平塚市天沼１０－１　ららぽーと湘南平塚３Ｆ
神奈川県 サクラ書店　駅ビル店 平塚市宝町１－１　平塚ラスカ５Ｆ
新潟県 蔦屋書店　県央店 燕市井土巻２－２２５　
新潟県 コメリ書房　加茂店 加茂市幸町１－１３－７
新潟県 蔦屋書店　小出店 魚沼市井口新田７０８　
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ遊　見附国道店 見附市芝野町字赤田８９４－１
新潟県 蔦屋書店　佐和田店 佐渡市市野沢８２　
新潟県 コメリ書房　三条店 三条市須頃３－５８　コメリＳＣ内
新潟県 蔦屋書店　小千谷店 小千谷市平沢１－６３５－１　
新潟県 知遊堂　上越国府店 上越市加賀町１２－１０
新潟県 蔦屋書店　高田西店 上越市大貫４－４－２２　
新潟県 蔦屋書店　上越インター店 上越市藤野新田１１７４－２　
新潟県 未来屋書店　上越店 上越市富岡３４５７　イオン上越店１Ｆ
新潟県 くまざわ書店　新潟亀田店 新潟市江南区鵜ノ子４－４６６　アピタ新潟亀田店２Ｆ
新潟県 蔦屋書店　横越バイパス店 新潟市江南区横越上町５－１－６　
新潟県 蔦屋書店　新津店 新潟市秋葉区程島１８６５－１　
新潟県 蔦屋書店　ペルパルレ寺尾店 新潟市西区寺尾東２－９－４３　
新潟県 くまざわ書店　新潟西店 新潟市西区小新字白鳥４７４　アピタ新潟西店２Ｆ
新潟県 イオン　新潟西店 新潟市西区小新南２－１－１０
新潟県 蔦屋書店　小針店 新潟市西区小針４－７６４－１　
新潟県 蔦屋書店　新通店 新潟市西区新通１２７２　
新潟県 未来屋書店　新潟青山店 新潟市西区青山２－５－１　イオン新潟青山ＳＣ２Ｆ
新潟県 蔦屋書店　新潟中央インター店 新潟市中央区湖南４－８　
新潟県 蔦屋書店　新潟万代店 新潟市中央区幸西３－１－６　
新潟県 ジュンク堂書店　新潟店 新潟市中央区笹口１－１　プラーカ１　１Ｆ・Ｂ１Ｆ
新潟県 くまざわ書店　新潟デッキィ店 新潟市中央区上近江４－１２－２０　デッキィ４０１　Ｂ１Ｆ
新潟県 アニメイト　新潟店 新潟市中央区東大通１－８－５　アニメコミック館２Ｆ
新潟県 蔦屋書店　南笹口店 新潟市中央区南笹口２－３－４８　
新潟県 紀伊國屋書店　新潟店 新潟市中央区万代１－５－１　ラブラ万代６Ｆ
新潟県 蔦屋書店　竹尾インター店 新潟市東区はなみずき３－３－１　
新潟県 蔦屋書店　河渡店 新潟市東区河渡庚１６７　
新潟県 蔦屋書店　マーケットシティ白根店 新潟市南区田中２１　
新潟県 蔦屋書店　新発田店 新発田市新栄町３－１－３１　
新潟県 蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店 長岡市沖田１－６　
新潟県 蔦屋書店　長岡花園店 長岡市花園南１－３６　
新潟県 蔦屋書店　長岡古正寺店 長岡市古正寺町３５０　
新潟県 戸田書店　長岡店 長岡市堺町浦田３３－１　
新潟県 ＢＯＯＫ・ＯＮ　西長岡店 長岡市三ツ郷屋２－１－１１
新潟県 アニメイト　長岡店 長岡市城内町２－７４９－１１　今井ビル３Ｆ
新潟県 蔦屋書店　長岡新保店 長岡市新保６－２２２　
新潟県 くまざわ書店　長岡店 長岡市千秋２－２７８　リバーサイド千秋アピタモール２Ｆ
新潟県 蔦屋書店　六日町店 南魚沼市余川３３２２－２　
新潟県 蔦屋書店　柏崎岩上店 柏崎市岩上扇田２５１－１　
富山県 明文堂書店　滑川店 滑川市上小泉２８２９
富山県 文苑堂書店　魚津サンプラザ店 魚津市駅前新町５－３０　魚津サンプラザ３Ｆ
富山県 喜久屋書店　高岡店 高岡市下伏間江３８３　イオンモール高岡２Ｆ
富山県 文苑堂書店　清水町店 高岡市泉町６８５－７
富山県 文苑堂書店　福田本店 高岡市福田４３
富山県 文苑堂書店　野村店 高岡市野村１７１７
富山県 山谷書店　黒部店 黒部市牧野７６５－１
富山県 未来屋書店　となみ店 砺波市中神土地区画整理事業地３１街区１　イオンモールとなみ２Ｆ
富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　本店　コミックラボ 富山市掛尾町１８０－１
富山県 明文堂書店　富山新庄経堂店 富山市経堂１２３－４
富山県 アニメイト　富山店 富山市桜橋通り５－１３　富山興銀ビルＢ１Ｆ
富山県 くまざわ書店　富山店 富山市上冨居３－８－３８　アピタ富山東１Ｆ
富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　北の森店 富山市森３－２－１１
富山県 紀伊國屋書店　富山店 富山市総曲輪３－８－６　総曲輪フェリオ７Ｆ
富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店 富山市婦中町下轡田１６５－１　ファボーレ１Ｆ
富山県 文苑堂書店　富山豊田店 富山市豊田町２－８－１４
石川県 ＢＯＯＫＳなかだ　かほく店 かほく市内日角タ２５　イオンモールかほく１Ｆ
石川県 文苑堂書店　羽咋店 羽咋市石野町ホ９０　
石川県 未来屋書店　杜の里店 金沢市もりの里１－７０　イオン杜の里店２Ｆ
石川県 金沢ビーンズ明文堂 金沢市鞍月５－１５８
石川県 文苑堂書店　鳴和店 金沢市小金町７－１２　
石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店 金沢市西念４－２５－８　
石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大桑店 金沢市大桑３－１７６　
石川県 アニメイト　金沢店 金沢市竪町２４　ＢＥＬＳＥＬ３Ｆ
石川県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ金沢店 金沢市中村町１０－２０　アピタ金沢店２Ｆ
石川県 ＫａＢｏＳ　イオンモール新小松店 小松市沖周辺土地区画整理事業地内２０街区　イオンモール新小松３Ｆ
石川県 明文堂書店　ＫＯＭＡＴＳＵ 小松市沖町４５１
石川県 ブックメイトとくひさ 能美市寺井町ロ７６－１
石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　イオンモール白山 白山市横江町　土地区画整理事業施行地区内１街区
石川県 北国書林　松任店 白山市幸明町１８０－１
石川県 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店 野々市市粟田５－４６１
福井県 高橋尚文堂 あわら市二面３－８０１
福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ワイプラザ武生店 越前市横市町２８－１４－１　ワイプラザ２Ｆ
福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　武生南店 越前市松森町１６字東大塚５－１　
福井県 ひしだい書店　国高店 越前市村国３－６３－１
福井県 宮脇書店　春江店 坂井市春江町江留下高道１４１
福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　春江店 坂井市春江町藤鷲塚３８－１０－２　
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　鯖江店 鯖江市神中町２－２－２６
福井県 文明堂書店　神明店 鯖江市北野町１５－１　
福井県 三洋堂書店　小浜店 小浜市駅前町１３－２０　
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　敦賀店 敦賀市木崎１５－１－１
福井県 ＫａＢｏＳ　ベル店 福井市花堂南２－１６－１　ショッピングシティベル内
福井県 文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店 福井市高柳３－２２０３　
福井県 文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　若杉店 福井市若杉１－３１０１　
福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　福井パリオ店 福井市松城町９－７　
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福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ワイプラザ新保店 福井市新保北１－３０３　ワイプラザＡ館２Ｆ
福井県 アニメイト　福井店 福井市中央１－８－１７　テアトルビル１Ｆ
福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　新二の宮店 福井市二の宮５－１８－８
山梨県 天真堂書店　塩山店 甲州市塩山熊野８８－１
山梨県 くまざわ書店　双葉店 甲斐市志田字柿木６４５－１　ラザウォーク甲斐双葉１Ｆ
山梨県 アニメイト　甲府店 甲府市丸の内１－１６－２０　ココリ２Ｆ
山梨県 ジュンク堂書店　岡島甲府店 甲府市丸の内１－２１－１５　岡島百貨店６Ｆ
山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲府荒川店 甲府市荒川２－６－６　
山梨県 天真堂書店　国母店 甲府市大里町５０００
山梨県 よむよむ　フレスポ甲府東店 甲府市和戸町８８０　フレスポ甲府東ショッピングセンター内
山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　昭和通り店 中巨摩郡昭和町河西１１５１－１　
山梨県 柳正堂書店　甲府昭和イトーヨーカドー店 中巨摩郡昭和町西条１３－１　イトーヨーカドー甲府昭和店２Ｆ
山梨県 未来屋書店　甲府昭和店 中巨摩郡昭和町飯喰１５０５－１　イオンモール甲府昭和３Ｆ
山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南アルプスガーデン店 南アルプス市十五所６８５－３　
山梨県 卓示書店　河口湖ＢＥＬＬ店 南都留郡富士河口湖町船津２９８６
山梨県 宮脇書店　韮崎店 韮崎市若宮２－２－２３　ライフガーデンにらさきＢ棟２Ｆ
山梨県 ＢＯＯＫＳ　ＫＡＴＯＨ　富士吉田店 富士吉田市中曽根４－５－２３
長野県 蔦屋書店　豊科店 安曇野市豊科４９４６　
長野県 平安堂　あづみ野店 安曇野市豊科南穂高１１１５　スワンガーデン安曇野内
長野県 くまざわ書店　伊那店 伊那市伊那下川原５１９８　アピタ伊那店３Ｆ
長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊那店 伊那市日影４５０　
長野県 平安堂　伊那店 伊那市福島２３４－１　伊那福島ショッピングパーク内
長野県 くまざわ書店　ＧＡＺＡ広丘店 塩尻市広丘野村１６８８　コミュニティマーケットプラザＧＡＺＡ２Ｆ
長野県 笠原書店　レイクウォーク店 岡谷市銀座１－１－５　レイクウォーク岡谷内
長野県 笠原書店 岡谷市塚間町２－１－１５
長野県 三洋堂書店　駒ヶ根店 駒ヶ根市赤穂１４６４２－１　
長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　駒ヶ根店 駒ヶ根市赤穂９７１－１　
長野県 未来屋書店　佐久平店 佐久市佐久平駅南１１－１０　イオンモール佐久平２Ｆ
長野県 蔦屋書店　佐久野沢店 佐久市野沢２４７　
長野県 蔦屋書店　佐久小諸店 小諸市御影新田２２９１－１　
長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東松本店 松本市元町１－２－１　
長野県 くまざわ書店　南松本店 松本市高宮中１－２０　イトーヨーカドー南松本店３Ｆ
長野県 宮脇書店　松本店 松本市出川２－３－１　ネオパーク１Ｆ
長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　北松本店 松本市渚１－７－１　
長野県 文教堂　ＪＯＹ松本店 松本市深志１－３－１１　コングロＭ　３Ｆ
長野県 アニメイト　松本パルコ 松本市中央１－１０－３０　松本ＰＡＲＣＯ５Ｆ
長野県 未来屋書店　松本店 松本市中央４－９－５１　イオンモール松本　空庭１Ｆ
長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　箕輪店 上伊那郡箕輪町三日町９３３－１　
長野県 ベルシャイン　伊北店書籍部 上伊那郡箕輪町中箕輪３０１１－１
長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　上田バイパス店 上田市上田１８４７－１　
長野県 未来屋書店　上田店 上田市常田２－１２－１８　イオン上田店２Ｆ
長野県 蔦屋書店　上田しおだ野店 上田市神畑１０５　
長野県 くまざわ書店　上田店 上田市天神３－５－８　アリオ上田２Ｆ
長野県 平安堂　諏訪店 諏訪市四賀２３２６－１
長野県 蔦屋書店　諏訪中洲店 諏訪市中洲５７６２－１　
長野県 蔦屋書店　須坂店 須坂市井上７７０　
長野県 平安堂　須坂店 須坂市馬場町１２７７－３
長野県 蔦屋書店　千曲屋代店 千曲市杭瀬下５－１　
長野県 平安堂　更埴店 千曲市桜堂字西沖３８０－３
長野県 蔦屋書店　大町店 大町市常盤５８６８　
長野県 蔦屋書店　中野店 中野市吉田５５０　
長野県 平安堂　若槻店 長野市稲田１－１４－２１
長野県 蔦屋書店　長野川中島店 長野市稲里町中央２－１２－１　
長野県 いけだ書店　長野店 長野市高田字高田１７５８－１　ＭＥＧＡドン・キホーテ長野店２Ｆ
長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　若里店 長野市若里７－６－５　
長野県 平安堂　東和田店 長野市東和田５０５－１
長野県 蔦屋書店　長野徳間店 長野市徳間３２０４　
長野県 平安堂　新長野店 長野市南千歳１－１－１　ながの東急百貨店　別館シェルシェ２・３Ｆ
長野県 アニメイト　長野店 長野市北石堂町１４２９－１　ショッピングプラザａｇａｉｎ５Ｆ
長野県 平安堂　座光寺店 飯田市座光寺３７１５
長野県 平安堂　飯田店 飯田市鼎名古熊６６０－１
岐阜県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ御嵩店 可児郡御嵩町上恵土字西畑１０５２－１　ラスパ御嵩店２Ｆ
岐阜県 こみかるはうす　可児店 可児市下恵土５７５０
岐阜県 三洋堂書店　下恵土店 可児市下恵土字広瀬５８９６　
岐阜県 三洋堂書店　南濃店 海津市南濃町吉田７１２－１　
岐阜県 草叢ＢＯＯＫＳ　各務原店 各務原市鵜沼各務原町８－７　アピタ各務原１Ｆ
岐阜県 こみかるはうす　鵜沼店 各務原市鵜沼西町３－３０９　イオンタウン各務原鵜沼１Ｆ
岐阜県 三洋堂書店　各務原店 各務原市蘇原花園町３－５２　
岐阜県 未来屋書店　各務原店 各務原市那加萱場町３－８　イオンモール各務原３Ｆ
岐阜県 三洋堂書店　新関店 関市小瀬東長池２６６０　
岐阜県 こみかるはうす　関店 関市倉知５１６　マーゴ２Ｆ
岐阜県 三洋堂書店　せき東店 関市東新町６－３２８－１　
岐阜県 アニメイト　岐阜店 岐阜市加納清水町３－８－１　日本泉ビル１Ｆ
岐阜県 三洋堂書店　芥見店 岐阜市芥見南山２－１－８　
岐阜県 三省堂書店　岐阜店 岐阜市橋本町１－１０　アスティ岐阜３Ｆ
岐阜県 三洋堂書店　市橋店 岐阜市市橋２－７－１　
岐阜県 カルコス　本店 岐阜市菅生８－７－２１
岐阜県 丸善　岐阜店 岐阜市正木中１－２－１　マーサ２１　３Ｆ
岐阜県 大垣書店　岐阜高島屋店 岐阜市日ノ出町２－２５　岐阜高島屋９Ｆ
岐阜県 三洋堂書店　長良店 岐阜市福光西２－５－１６　
岐阜県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　カラフルタウン岐阜店 岐阜市柳津町丸野３－３－６　カラフルタウン岐阜１Ｆ
岐阜県 くまざわ書店　柳津店 岐阜市柳津町丸野３－３－６　カラフルタウン岐阜２Ｆ
岐阜県 三洋堂書店　大和店 郡上市大和町徳永８２８－１　
岐阜県 三洋堂書店　アクロスプラザ恵那店 恵那市長島町正家５２０－６　アクロスプラザ恵那
岐阜県 コスモブックセンター 恵那市長島町中野２－１－１５　
岐阜県 三洋堂書店　ルビットタウン高山店 高山市岡本町３－１８－２　ルビットタウン高山ショッピングセンター内
岐阜県 三洋堂書店　こくふ店 高山市国府町広瀬町１５７７　
岐阜県 三洋堂書店　高山店 高山市石浦町２－３９６　
岐阜県 三洋堂書店　高富店 山県市高富２４０５　
岐阜県 三洋堂書店　穂積店 瑞穂市馬場上光町３－１　
岐阜県 三洋堂書店　瑞浪中央店 瑞浪市益見町３－１０７　
岐阜県 ＴＳＵＴＡＹＡ　多治見インター店 多治見市光ケ丘４－５３－１　
岐阜県 三洋堂書店　たじみ店 多治見市若松町２－３６－１　
岐阜県 三洋堂書店　多治見南店 多治見市大畑町赤松９８－１０　
岐阜県 未来屋書店　大垣店 大垣市外野２－１００　イオンモール大垣１Ｆ
岐阜県 喜久屋書店　大垣店 大垣市三塚町丹瀬４６３－１　イオンタウン大垣ショッピングセンター２Ｆ
岐阜県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店 大垣市本今町字西ノ側１６３９－１　
岐阜県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店 大垣市林町６－８０－２１　アクアウォーク大垣２Ｆ
岐阜県 三洋堂書店　大垣バロー店 大垣市林町８－１０１　バロー大垣店２Ｆ
岐阜県 三洋堂書店　中つ川店 中津川市西宮町５－２３　
岐阜県 三洋堂書店　ルビットタウン中津川店 中津川市淀川町３－８　ルビットタウン内１Ｆ
岐阜県 三洋堂書店　土岐店 土岐市肥田浅野梅ノ木町１－４０　
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都道府県名 書店名 住所

岐阜県 三洋堂書店　みのかも店 美濃加茂市山手町１－９１　
岐阜県 くまざわ書店　美濃加茂店 美濃加茂市野笹町２－５－６５　アピタ美濃加茂店２Ｆ
岐阜県 三洋堂書店　垂井店 不破郡垂井町綾戸４８３　
岐阜県 いけだ書店　北方店 本巣郡北方町平成２－３４　アピタ北方店２Ｆ
岐阜県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　モレラ岐阜 本巣市三橋１１００　モレラ岐阜２Ｆ
岐阜県 三洋堂書店　本巣店 本巣市文殊字天辺１００６－１　
岐阜県 三洋堂書店　大野店 揖斐郡大野町黒野字東小奈良５７－１　
岐阜県 三洋堂書店　養老店 養老郡養老町高田２２１７－１　
静岡県 文教堂書店　伊東店 伊東市吉田１０２６　
静岡県 ブックマート　伊豆高原店 伊東市八幡野５３９　
静岡県 文教堂書店　大仁店 伊豆の国市田京１５２－３　
静岡県 明屋書店　掛川西郷店 掛川市上西郷５０８－１　
静岡県 宮脇書店　掛川店 掛川市仁藤４８－２　
静岡県 三原屋書店ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ店 掛川市大池２８２６
静岡県 明屋書店　イケヤ湖西店 湖西市新居町中之郷２２９６－８　
静岡県 くまざわ書店　三島店 三島市中田町９－３０　日清プラザ　イトーヨーカドー３Ｆ
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店 駿東郡清水町玉川１５７－１　
静岡県 マルサン書店　サントムーン店 駿東郡清水町玉川字芝添６１－２
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　サントムーン柿田川店 駿東郡清水町伏見５２－７　
静岡県 長倉書店　サントムーン店 駿東郡清水町伏見５８－１　サントムーンアネックス３Ｆ
静岡県 ＢＯＯＫＳランケイ社 駿東郡長泉町竹原２８５－１
静岡県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ香貫店 沼津市下香貫汐入２２１６　ピアゴ香貫店１Ｆ
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　沼津学園通り店 沼津市杉崎町１３－５０　
静岡県 くまざわ書店　沼津店 沼津市大手町１－１－１　沼津駅ビルアントレ２Ｆ
静岡県 アニメイト　沼津店 沼津市大手町５－９－２１　マルトモビル１Ｆ
静岡県 谷島屋　ららぽーと沼津店 沼津市東椎路東荒３０１－３　ららぽーと沼津３Ｆ
静岡県 マルサン書店　駅北店 沼津市北高島町８－６
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　グランリバー大井川店 焼津市下江留１４３３－１　ショッピングタウングランリバー１号館
静岡県 ＢＯＯＫＳえみたす　焼津店 焼津市小土５６７－３　
静岡県 未来屋書店　焼津店 焼津市祢宜島５５５　イオン焼津店２Ｆ
静岡県 焼津谷島屋　吉田店 榛原郡吉田町住吉１２７７－４
静岡県 アシーネ　裾野店 裾野市佐野１０３９　マックスバリュベルシティ裾野店１Ｆ
静岡県 蔦屋書店　静岡店 静岡市葵区呉服町１－２０－１０２　
静岡県 谷島屋　パルシェ店 静岡市葵区黒金町４９　ＪＲ静岡駅ビルパルシェ５Ｆ
静岡県 アニメイト　静岡パルコ 静岡市葵区紺屋町６－７　静岡パルコ６Ｆ
静岡県 ヴィレッジヴァンガード　静岡パルコ店 静岡市葵区紺屋町６－７　静岡パルコ６Ｆ
静岡県 谷島屋　流通通り店 静岡市葵区千代田７－１０－３３　
静岡県 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店 静岡市葵区鷹匠１－１－１　新静岡セノバ５Ｆ
静岡県 蔦屋書店　平和町店 静岡市葵区平和３－１８－１０　
静岡県 谷島屋　マークイズ静岡店 静岡市葵区柚木１０２６　ＭＡＲＫＩＳ静岡２Ｆ
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　静岡西脇店 静岡市駿河区西脇１１－１　
静岡県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ静岡店 静岡市駿河区石田１－５－１　アピタ静岡店２Ｆ
静岡県 戸田書店　江尻台店 静岡市清水区江尻台町２２－３３
静岡県 大和文庫　不二見店 静岡市清水区沼田町１０－３６
静岡県 大和文庫 静岡市清水区清水町５－１８　次郎長通り
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　辻店 静岡市清水区辻１－６－１０　
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　袋井国本店 袋井市国本２５４３－１　
静岡県 未来屋書店　袋井店 袋井市上山梨４－１－１　イオン袋井店２Ｆ
静岡県 島田書店　花みずき店 島田市旗指４８８－１
静岡県 焼津谷島屋　アピタ島田店 島田市宝来町８－２　アピタ島田店２Ｆ
静岡県 戸田書店　藤枝東店 藤枝市大手１－２２－４０　
静岡県 未来屋書店　熱海店 熱海市中央町１９－３９　マックスバリュ熱海店３Ｆ
静岡県 谷島屋　ららぽーと磐田店 磐田市高見丘１２００　ららぽーと磐田１Ｆ
静岡県 谷島屋　磐田店 磐田市国府台５８－２　
静岡県 谷島屋　アピタ磐田店 磐田市今之浦３－１－１１　アピタ磐田店１Ｆ
静岡県 精文館書店　ＴＳＵＴＡＹＡ豊田町店 磐田市小立野字森東１－１　
静岡県 明屋書店　イケヤ磐田東店 磐田市富士見台８－２３　
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや磐田南店 磐田市豊島３１５－１　
静岡県 谷島屋　イオンモール浜松志都呂店 浜松市西区志都呂２－３７－１　イオンモール浜松志都呂３Ｆ
静岡県 アマノ　入野店 浜松市西区入野町６４９１－３
静岡県 本の王国　浜松西店 浜松市中区葵西２－２７－１０
静岡県 明屋書店　イケヤ高丘店 浜松市中区高丘東１－２－４０　
静岡県 アニメイト　浜松店 浜松市中区砂山町６－１　浜松メイワン４Ｆ
静岡県 谷島屋　浜松本店 浜松市中区砂山町６－１　浜松メイワン８Ｆ
静岡県 天竜谷島屋 浜松市天竜区二俣町二俣１３８５－２
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　浜松中央店 浜松市東区上西町９０６　
静岡県 アニメイト　イオン浜松市野店 浜松市東区天王町諏訪１９８１－３　イオンモール浜松市野２Ｆ
静岡県 明屋書店　浜松渡瀬店 浜松市南区渡瀬町８０４－１　
静岡県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ浜北店 浜松市浜北区貴布祢１２００　プレ葉ウォーク浜北１９８
静岡県 谷島屋　サンストリート浜北店 浜松市浜北区平口２８６１　サンストリート浜北１Ｆ
静岡県 谷島屋　本沢合店 浜松市浜北区本沢合１２３－２　
静岡県 谷島屋　三方原店 浜松市北区三方原町７５９－１　
静岡県 谷島屋　富士宮店 富士宮市宮北町７１　
静岡県 アニメイト　イオンモール富士宮店 富士宮市浅間町１－８　イオンモール富士宮２Ｆ
静岡県 大垣書店　イオンモール富士宮店 富士宮市浅間町１－８　イオンモール富士宮２Ｆ
静岡県 戸田書店　富士宮店 富士宮市矢立町９３５　
静岡県 戸田書店　富士店 富士市永田町２－６６　
静岡県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ富士吉原店 富士市国久保２－１－１０　アピタ富士吉原店２Ｆ
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　富士本吉原店 富士市今泉１－１７－４１　
静岡県 未来屋書店　富士南店 富士市鮫島１１８－１０　イオン富士南２Ｆ
静岡県 谷島屋　富士店 富士市柚木４０４－１　
静岡県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ榛原店 牧之原市細江濱田１３７１－１　ピアゴ榛原店１Ｆ
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　相良店 牧之原市大沢１－３　
愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　甚目寺店 あま市坂牧坂塩１３９　
愛知県 本のメグリア　三好店 みよし市ひばりヶ丘２－１－５
愛知県 梅森書店 愛知郡東郷町春木字白土２－１０４
愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ安城南店 安城市桜井町貝戸尻６０　アピタ安城南店２Ｆ
愛知県 くまざわ書店　三河安城店 安城市三河安城南町１－４－８　ピアゴラフーズコア三河安城店２Ｆ
愛知県 本の王国　安城店 安城市住吉町５－１３－４０
愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ福釜店 安城市福釜町矢場１６－５　ピアゴ福釜店１Ｆ
愛知県 三省堂書店　一宮店 一宮市栄３－１－１　アスティ一宮
愛知県 こみかるはうす　尾西店 一宮市小信中島郷東２４２０　平和堂尾西店内
愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ尾西店 一宮市小信中島東鵯平５９　ピアゴ尾西２Ｆ
愛知県 文正堂書店　本店 一宮市真清田１－１－４
愛知県 精文館書店　尾張一宮店 一宮市大和町宮地花池出町裏６４　
愛知県 未来屋書店　木曽川店 一宮市木曽川町黒田南八ツケ池２５－１　イオンモール木曽川１Ｆ
愛知県 いけだ書店　木曽川店 一宮市木曽川町黒田八ノ通５１－４　アピタ木曽川店２Ｆ
愛知県 くまざわ書店　一宮店 一宮市両郷町１－２　テラスウォーク一宮２Ｆ
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　稲沢店 稲沢市稲沢町前田２５５　
愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ稲沢東店 稲沢市下津穂所１－１－１　リーフウォーク稲沢アピタ棟２Ｆ
愛知県 ヴィレッジヴァンガードリーフウォーク稲沢 稲沢市長野７－１－２　リーフウォーク稲沢１Ｆ
愛知県 くまざわ書店　稲沢店 稲沢市天池五反田町１　アピタ稲沢２Ｆ
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※配布方法は店舗により異なります。
※特典は数量に限りがあります。無くなり次第終了いたします。
※書店様の状況により、特典を入手いただけない場合がございます。予めご了承ください。

都道府県名 書店名 住所

愛知県 ホリホック書店 岡崎市稲熊町１－６５－１　ＯＤＡビル１０２
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店 岡崎市羽根町小豆坂３　ウイングタウン内
愛知県 未来屋書店　岡崎店 岡崎市戸崎町外山３８－５　イオンモール岡崎３Ｆ
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店 岡崎市洞町的場１５－１　
愛知県 くまざわ書店　岡崎北店 岡崎市日名北町４－４６　アピタ岡崎北店２Ｆ
愛知県 アニメイト　東岡崎店 岡崎市明大寺本町４－１４　太田ビル２Ｆ
愛知県 光書店　ＴＳＵＴＡＹＡ大治店 海部郡大治町西條附田６０－１　
愛知県 夢屋書店　ピアゴ幸田店 額田郡幸田町大草山添１７０　ピアゴ幸田店１Ｆ
愛知県 くまざわ書店　刈谷店 刈谷市南桜町２－５６－１　アピタ刈谷店３Ｆ
愛知県 くまざわ書店　岩倉店 岩倉市旭町１－２５　アピタ岩倉店２Ｆ
愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ八剱店 岩倉市八剱町長野１－３　ピアゴ八釼店２Ｆ
愛知県 くまざわ書店　犬山店 犬山市天神町１－１　犬山キャスター２Ｆ
愛知県 三洋堂書店　江南店 江南市古知野町宮前１９４　
愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ江南西店 江南市松竹町上野２０５　アピタ江南西店１Ｆ
愛知県 ヴィレッジヴァンガード　アピタ江南店 江南市松竹町上野２０５　アピタ江南西店１Ｆ
愛知県 こみかるはうす　江南店 江南市上奈良町栄６１－３　平和堂江南店１Ｆ
愛知県 三洋堂書店　高浜Ｔぽーと店 高浜市神明町８－２０　Ｔぽーと２Ｆ
愛知県 三洋堂書店　鳥居松店 春日井市鳥居松町３－７９　
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高蔵寺店 春日井市東神明町１－１２－８　
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店 春日井市美濃町２－３　
愛知県 くまざわ書店　桃花台店 小牧市古雅１－１　ピアーレアピタ桃花台２Ｆ
愛知県 三洋堂書店　こまき店 小牧市常普請３－１９８　
愛知県 未来屋書店　常滑店 常滑市りんくう町２－２０－３　イオンモール常滑２Ｆ
愛知県 精文館書店　新城店 新城市片山字柴先６０５－２　
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸共栄通店 瀬戸市共栄通３－１３　
愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ瀬戸店 瀬戸市幸町３３　アピタ瀬戸店２Ｆ
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店 瀬戸市西本地町２－２２２－１　
愛知県 こみかるはうす　新瀬戸店 瀬戸市東横山町９２　バロー新瀬戸店１Ｆ
愛知県 三洋堂書店　ひしの店 瀬戸市東赤重町１－１０７　
愛知県 三洋堂書店　清洲店 清須市西市場５－５－１　
愛知県 紀伊國屋書店　名古屋空港店 西春日井郡豊山町豊場林先１－８　エアポートウォーク名古屋４０１
愛知県 三洋堂書店　シャオ西尾店 西尾市下町御城下２３－１　おしろタウンＳＨＡＯ２Ｆ
愛知県 精文館書店　西尾店 西尾市花ノ木町４－５５　
愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ西尾店 西尾市高畠町３－２３－９　ヴェルサウォーク西尾３Ｆ
愛知県 三洋堂書店　西尾店 西尾市今川町字馬捨場３１　
愛知県 滝書店 大府市中央町６－３４
愛知県 ブックセンター名豊　大府店 大府市柊山町１－９８　リソラ大府ショッピングテラス内
愛知県 いけだ書店　大口店 丹羽郡大口町丸２－３６　ＭＡＧＡドン・キホーテＵＮＹ大口店２Ｆ
愛知県 こみかるはうす　大口店 丹羽郡大口町上小口１－７５４　バロー大口ショッピングセンター１Ｆ
愛知県 未来屋書店　扶桑店 丹羽郡扶桑町南山名高塚５－１　イオンモール扶桑２Ｆ
愛知県 くまざわ書店　阿久比店 知多郡阿久比町椋岡字徳吉１－１２　アピタ阿久比店２Ｆ
愛知県 未来屋書店　東浦店 知多郡東浦町緒川旭１３－２　イオンモール東浦２Ｆ
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東浦店 知多郡東浦町緒川字上家左川１２３－１　
愛知県 丸善　アピタ知立店 知立市長篠町大山１８－１　ギャラリエアピタ知立店２Ｆ
愛知県 三洋堂書店　知立店 知立市東上重原６－２－１　
愛知県 くまざわ書店　長久手店 長久手市戸田谷９０１－１　アピタ長久手店２Ｆ
愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　長久手店 長久手市市が洞２－１３０８　
愛知県 未来屋書店　長久手店 長久手市長久手中央土地区画整理事業地内５－１０－１１街区　イオンモール長久手モール棟４Ｆ
愛知県 精文館書店　津島店 津島市今市場町４－５２　
愛知県 ボナンザ書房　津島本店 津島市津島字北新開３５１　ヨシヅヤ津島本店３Ｆ
愛知県 精文館書店　新津島店 津島市片岡町６０　
愛知県 くまざわ書店　東海荒尾店 東海市荒尾町山王前２０　アピタ東海荒尾店２Ｆ
愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　ラスパ太田川店 東海市大田町下浜田１０２－１　ラスパ太田川　南館１Ｆ
愛知県 三洋堂書店　大田川店 東海市大田町畑間７－１　
愛知県 三洋堂書店　かぐ山店 日進市香久山４－２０１－３　
愛知県 紀伊國屋書店　プライムツリー赤池店 日進市赤池町箕ノ手１番　プライムツリー赤池３Ｆ
愛知県 三洋堂書店　乙川店 半田市乙川内山町３１　
愛知県 三洋堂書店　半田店 半田市宮本町６－２０２－１１　
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店 半田市北二ツ坂町３－１－５　
愛知県 こみかるはうす　ベルコート店 尾張旭市狩宿町４－７３－７４
愛知県 三洋堂書店　城山店 尾張旭市新居町諏訪南１３０５　
愛知県 三洋堂書店　碧南店 碧南市作塚町３－７４　
愛知県 アニメイト　豊橋店 豊橋市花田町西宿無番地　カルミアＢ１Ｆ
愛知県 精文館書店　本店コミック館 豊橋市広小路１－６　
愛知県 精文館書店　三ノ輪店 豊橋市三ノ輪町字本興寺１６－１　
愛知県 精文館書店　東店 豊橋市上地町１４０　
愛知県 精文館書店　南店 豊橋市南大清水町字元町３３８－１　
愛知県 精文館書店　汐田橋店 豊橋市牟呂町字扇田８５　
愛知県 未来屋書店　豊橋南店 豊橋市野依町字落合１－１２　イオン豊橋南店２Ｆ
愛知県 精文館書店　一宮店 豊川市一宮町旭１８１　
愛知県 未来屋書店　豊川店 豊川市開運通２－３１　イオン豊川店２Ｆ
愛知県 三洋堂書店　豊川店 豊川市馬場町宮脇１６６　
愛知県 くまざわ書店　豊田店 豊田市喜多町１－１４０　ギャザビル３Ｆ
愛知県 精文館書店　新豊田店 豊田市広路町１－１５　
愛知県 未来屋書店　豊田店 豊田市若宮町１－５７－１　Ｔ－ＦＡＣＥ　Ａ館８Ｆ
愛知県 アニメイト　豊田店 豊田市若宮町２－７１　若宮ビル１Ｆ
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＦＡＳもとまち店 豊田市土橋町１－６０　
愛知県 三洋堂書店　梅坪店 豊田市東梅坪町１－６０　
愛知県 三洋堂書店　本新店 豊田市本新町８－５６－２　
愛知県 いけだ書店　東海通店 名古屋市港区港明１－１０－２８　ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ東海通店１Ｆ
愛知県 未来屋書店　名古屋茶屋店 名古屋市港区西茶屋２－１１　イオンモール名古屋茶屋３Ｆ
愛知県 三洋堂書店　当知店 名古屋市港区当知１－３０１　
愛知県 未来屋書店　守山店 名古屋市守山区笹ヶ根３－１２２８　イオン守山店２Ｆ
愛知県 三洋堂書店　志段味店 名古屋市守山区上志段味土地区画整理内８３　
愛知県 草叢ＢＯＯＫＳ　新守山店 名古屋市守山区新守山２８３０　アピタ新守山店２Ｆ
愛知県 白沢書店 名古屋市守山区川村町１２０
愛知県 三洋堂書店　いりなか店 名古屋市昭和区隼人町７－７　
愛知県 三洋堂書店　新開橋店 名古屋市瑞穂区新開町１８－２２　
愛知県 未来屋書店　名西店 名古屋市西区香呑町６－４９－１　イオンタウン名西店２Ｆ
愛知県 紀伊國屋書店　ｍｏｚｏ　ワンダーシティ店 名古屋市西区二方町４０　ｍｏｚｏ　ワンダーシティ４Ｆ
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　上小田井店 名古屋市西区八筋町２８２－１　
愛知県 くまざわ書店　名西店 名古屋市西区名西２－３３－８　イッツボナンザシティヨシヅヤ３Ｆ
愛知県 こみかるはうす　池下駅店 名古屋市千種区覚王山通８－７０－１　サンクレア池下東棟１Ｆ
愛知県 丸善　イオンタウン千種店 名古屋市千種区千種２－１６－１３　イオンタウン千種店２Ｆ
愛知県 くまざわ書店　千代田橋店 名古屋市千種区千代田橋２－１－１　アピタ千代田橋店３Ｆ
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　本山店 名古屋市千種区末盛通５－１２　服部本山ビル１Ｆ
愛知県 アニメイト　名古屋パルコ 名古屋市中区栄３－２９－１　名古屋パルコ東館４Ｆ
愛知県 ＭＡＲＵＺＥＮ　名古屋本店 名古屋市中区栄３－８－１４　
愛知県 くまざわ書店　名古屋セントラルパーク店 名古屋市中区錦３－１５－１３先　セントラルパーク地下街内
愛知県 丸善　アスナル金山店 名古屋市中区金山１－１７－１　アスナル金山３Ｆ
愛知県 アニメイト　金山店 名古屋市中区金山４－６－２７　金山共同ビル２Ｆ
愛知県 ジュンク堂書店　名古屋栄店 名古屋市中区新栄町１－１　　明治安田生命名古屋ビルＢ１・Ｂ２Ｆ
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愛知県 三洋堂書店　上前津店 名古屋市中区大須３－１０－１６　
愛知県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　名古屋大須店 名古屋市中区大須３－１１－３４　
愛知県 ゲーマーズ　名古屋店 名古屋市中区大須３－３０－４０　万松寺ビル１Ｆ
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店 名古屋市中川区戸田明正２－１１０　バロー２Ｆ
愛知県 光書店　高畑店 名古屋市中川区上高畑２－１８０－２　
愛知県 精文館書店　中島新町店 名古屋市中川区中島新町３－６０４－１
愛知県 三洋堂書店　中野橋店 名古屋市中川区福船町１－１－１　
愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ中村店 名古屋市中村区大門町２７　ピアゴ中村店Ｂ１Ｆ
愛知県 アニメイト　名古屋店 名古屋市中村区椿町１８－４　椿太閤ビル
愛知県 コミックとらのあな　名古屋店 名古屋市中村区椿町２２－２　名駅中駒ビル
愛知県 三省堂書店　名古屋本店 名古屋市中村区名駅１－１－３　タカシマヤゲートタワーモール８Ｆ
愛知県 星野書店　近鉄パッセ店 名古屋市中村区名駅１－２－２　近鉄パッセ８Ｆ
愛知県 ジュンク堂書店　名古屋店 名古屋市中村区名駅３－２５－９　堀内ビル１Ｆ
愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ植田店 名古屋市天白区元植田１－３０２　ピアゴ植田店２Ｆ
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大曽根店 名古屋市東区東大曽根町４６－６　アスティ大曽根内
愛知県 ヴィレッジヴァンガードイオンナゴヤＤ前店 名古屋市東区矢田南４－１０２－３　イオンナゴヤドーム前ＳＣ３Ｆ
愛知県 未来屋書店　新瑞橋店 名古屋市南区菊住１－７－１０　イオンモール新瑞橋２Ｆ
愛知県 水野書店 名古屋市南区平子２－１０－２１
愛知県 くまざわ書店　名古屋南店 名古屋市南区豊田４－９－４７　アピタ名古屋南店１Ｆ
愛知県 スマ本屋　名鉄神宮前店 名古屋市熱田区三本松町１８－１　名鉄神宮前改札前２Ｆ
愛知県 未来屋書店　熱田店 名古屋市熱田区六野１－２－１１　イオンモール熱田４Ｆ
愛知県 くまざわ書店　アピタ名古屋北店 名古屋市北区辻町９－１　アピタ名古屋北店３Ｆ
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　瑠璃光町店 名古屋市北区瑠璃光町４－７　
愛知県 三洋堂書店　よもぎ店 名古屋市名東区よもぎ台１－７０３　
愛知県 未来屋書店　名古屋東店 名古屋市名東区猪子石原２－１７０１　イオン名古屋東店２Ｆ
愛知県 こみかるはうす　藤が丘駅前店 名古屋市名東区藤が丘１３８－１　タイケンビル１Ｆ
愛知県 くまざわ書店　鳴海店 名古屋市緑区浦里３－２３２　なるぱーく１Ｆ
愛知県 丸善　ヒルズウォーク徳重店 名古屋市緑区元徳重１－５０５　ヒルズウォーク徳重店ガーデンズＢ１
愛知県 アニメイト　イオンモール大高店 名古屋市緑区大高町奥平子１－１　イオンモール大高３Ｆ
愛知県 未来屋書店　大高店 名古屋市緑区南大高２－４５０　イオンモール大高３Ｆ
愛知県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ鳴海店 名古屋市緑区鳴海町伝治山３－９　アピタ鳴海店２Ｆ
愛知県 未来屋書店　有松店 名古屋市緑区鳴海町有松裏２００　イオンタウン有松２Ｆ
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン弥富店 弥富市五明町蒲原１３７１－４　イオンタウン弥富ＳＣ内
三重県 三洋堂書店　北勢店 いなべ市北勢町阿下喜３３２６　
三重県 いけだ書店　伊賀上野店 伊賀市服部町尾崎１７８８　アピタ伊賀上野店１Ｆ
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢上地店 伊勢市上地町７７４－６　
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店 伊勢市船江１－１０－２１　
三重県 未来屋書店　東員店 員弁郡東員町長深築田５１０－１　イオンモール東員２Ｆ
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名店 桑名市安永字九区割１３５５－２　
三重県 アニメイト　イオンモール桑名店 桑名市新西方１－２２　イオンモール桑名ＳＣ１番街３Ｆ
三重県 未来屋書店　桑名店 桑名市新西方１－２２　イオン桑名店１番街３Ｆ
三重県 三洋堂書店　星川店 桑名市星川字十二８９９　
三重県 三洋堂書店　桑名店 桑名市東方福島前７６４　
三重県 三洋堂書店　菰野店 三重郡菰野町宿野３５７　イオンタウン菰野内
三重県 アニメイト　四日市店 四日市市安島１－２－１８　三誠ビル４Ｆ
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店 四日市市芝田１－１０－３　
三重県 丸善　四日市店 四日市市諏訪栄町７－３４　近鉄百貨店四日市地階
三重県 三洋堂書店　生桑店 四日市市生桑町榎下２０１－２　
三重県 未来屋書店　日永店 四日市市日永４－２－４１　日永カヨー２Ｆ
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店 四日市市日永西２－１３－３　
三重県 ＢＯＯＫ　ＰＡＲＫ　ｍｉｙｏｋｋａ！？　イオンタウン四日市泊店 四日市市泊小柳町４－５－１　イオンタウン四日市泊店２Ｆ
三重県 未来屋書店　四日市尾平店 四日市市尾平町字天王川原１８０５　イオン四日市尾平店１Ｆ
三重県 未来屋書店　四日市北店 四日市市富州原町２－４０　イオンモール四日市北２Ｆ
三重県 三洋堂書店　富田店 四日市市茂福６８０　
三重県 くまざわ書店　松阪店 松阪市市場庄町１２６６－１　アピタ松阪店１Ｆ
三重県 別所書店　津駅店 津市羽所町１１９１－１　津ステーションビルチャム３Ｆ
三重県 未来屋書店　津城山店 津市久居小野辺町１１３０－７　イオン津城山ＳＣ２Ｆ
三重県 未来屋書店　津南店 津市高茶屋小森町１４５　イオンモール津南２Ｆ
三重県 三洋堂書店　白塚店 津市白塚町字鎌田３９２５－１　
三重県 三洋堂書店　名張店 名張市蔵持町原出１７６４　
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店 鈴鹿市算所字山之相４１７－１　　
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿店 鈴鹿市道伯町２５１５　フレスポ鈴鹿内
三重県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ鈴鹿店 鈴鹿市南玉垣町３６２８　アピタ鈴鹿店２Ｆ
滋賀県 ブックプラザ文栄堂　愛知川店 愛知郡愛荘町豊満砂川原４９０－２
滋賀県 三洋堂書店　近江八幡店 近江八幡市鷹飼町北２－３－４　
滋賀県 三洋堂書店　豊さと店 犬上郡豊郷町沢２５０－１　アストパワーセンター内
滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲西店 湖南市吉永字中川原３５５－５　
滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　水口 甲賀市水口町水口６０８４－１　西友水口店１Ｆ
滋賀県 サンミュージック　ハイパーブックス駒井沢 草津市駒井沢町８５
滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　近鉄草津 草津市渋川１－１－５０　近鉄百貨店草津店４Ｆ
滋賀県 喜久屋書店　草津店 草津市新浜町３００　イオンモール草津２Ｆ
滋賀県 アニメイト　アルプラザ草津店 草津市西渋川１－２３－３０　アルプラザ草津２Ｆ
滋賀県 ジュンク堂書店　滋賀草津店 草津市大路１－１－１　ガーデンシティ草津Ｂ１Ｆ
滋賀県 サンミュージック　ＨＢかがやき通り店 草津市追分南３－２５－４
滋賀県 本のがんこ堂　石山駅前店 大津市粟津町３－２　ＪＲ石山駅前ＮＫビル２Ｆ
滋賀県 大垣書店　フォレオ大津一里山店 大津市一里山７－１－１　フォレオ大津一里山１Ｆ
滋賀県 未来屋書店　大津京店 大津市皇子が丘３－１１－１　イオンスタイル大津京４Ｆ
滋賀県 イズミヤ　堅田店アミーゴ 大津市今堅田３－１１－１　スーパーセンターイズミヤ堅田店内
滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　Ｏｈ！Ｍｅ大津テラス店 大津市打出浜１４－３０　
滋賀県 三洋堂書店　高月店 長浜市高月町東物部字三安１１２－１　
滋賀県 三洋堂書店　長浜店 長浜市小堀町４２４　
滋賀県 いけだ書店　長浜店 長浜市小堀町４５０　アルプラザ２Ｆ
滋賀県 三洋堂書店　八日市店 東近江市東中野町４－２３　
滋賀県 サンミュージック　ハイパーブックス彦根 彦根市戸賀町１４５－２
滋賀県 本のがんこ堂　野洲店 野洲市栄５－３
京都府 宮脇書店　綾部店 綾部市宮代町宮ノ下１２－１
京都府 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ小倉店 宇治市小倉町老ノ木２９
京都府 平和書店　アル・プラザ宇治東店 宇治市菟道平町２８－１　アルプラザ宇治東店３Ｆ
京都府 宮脇書店　亀岡店 亀岡市安町小屋場８１
京都府 大垣書店　亀岡店 亀岡市篠町野条上又１１－１　アルプラザ亀岡３Ｆ
京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　亀岡店 亀岡市篠町野条馬場３５－１　
京都府 未来屋書店　久御山店 久世郡久御山町森南大内１５６－１　イオン久御山ＳＣ２Ｆ
京都府 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ松井山手駅前店 京田辺市山手中央２－３
京都府 大垣書店　京都ファミリー店 京都市右京区山ノ内池尻町１－１　京都ファミリー３Ｆ
京都府 大垣書店　イオンモール京都五条店 京都市右京区西院追分町２５－１－０９１　イオンモール京都五条２Ｆ
京都府 くまざわ書店　京都ポルタ店 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町　京都駅地下街Ｐｏｒｔａ６０４号
京都府 大垣書店　京都ヨドバシ店 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町　５９０－２　京都ヨドバシビル６Ｆ
京都府 くまざわ書店　四条烏丸店 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町２０　四条烏丸ＦＴスクエアーＢ１Ｆ
京都府 京都大学生協　書籍部ルネ 京都市左京区吉田泉殿町　京都大学内西部会館
京都府 大垣書店　高野店 京都市左京区高野東開町２０　
京都府 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ松ケ崎店 京都市左京区松ケ崎壱町田町５　
京都府 ブックパル文苑　山科店 京都市山科区音羽野田町１　西友山科店３Ｆ
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京都府 ブックファースト　ミュー阪急桂店 京都市西京区桂野里町１７　ミュー阪急桂４Ｆ
京都府 大垣書店　ＢＰ五条店 京都市西京区上桂前田町２２－３　
京都府 大垣書店　ブックパル　桂南店 京都市西京区川島松ノ木本町６－１　
京都府 大垣書店　烏丸三条店 京都市中京区烏丸通三条上ル御倉町８５－１　ＫＤＸ烏丸ビル１Ｆ
京都府 大垣書店　四条店 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町６８９　京都御幸ビル２Ｆ
京都府 ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店 京都市中京区河原町三条下ル山崎町２５１　京都ＢＡＬ　Ｂ１・２
京都府 アニメイト　京都店 京都市中京区新京極蛸薬師下ル東側町　５２５－１　パッサージオ吉本ビル２Ｆ
京都府 大垣書店　二条駅店 京都市中京区西ノ京栂尾町１－６　ＢｉＶｉ二条１Ｆ
京都府 大垣書店　イオン洛南店 京都市南区吉祥院御池町３１　イオン洛南ショッピングセンター２Ｆ　　
京都府 大垣書店　イオンモール京都桂川店 京都市南区久世高田町３７６　イオンモール京都桂川店１Ｆ
京都府 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店 京都市南区西九条鳥居口町１　イオンモールＫＹＯＴＯ　Ｋａｅｄｅ館２Ｆ
京都府 アニメイト　アバンティ京都店 京都市南区東九条西山王町３１　アバンティ６Ｆ
京都府 大垣書店　伏見店 京都市伏見区羽束師菱川町３３４－１　
京都府 ナカヨシ　支店 京都市伏見区深草フチ町１４－１９３
京都府 大垣書店　醍醐店 京都市伏見区醍醐高畑町３０－１　パセオダイゴロー西館３Ｆ
京都府 くまざわ書店　桃山店 京都市伏見区桃山町山ノ下３２　ＭＯＭＯテラス２Ｆ
京都府 河本書店 京都市伏見区桃山町大島３８－２　桃山南ショッピングセンター内
京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　精華台店 相楽郡精華町精華台３－１２－４　
京都府 アカデミア　けいはんな店 相楽郡精華町精華台９－２－４　ユータウンけいはんな西館１Ｆ
京都府 宮脇書店　舞鶴店 舞鶴市森町２８－１８
京都府 平和書店　らぽーる東舞鶴店 舞鶴市南浜町２７－５　ショッピングセンターらぽーる内３Ｆ
京都府 未来屋書店　高の原店 木津川市相楽台１－１－１　イオンモール高の原３Ｆ
大阪府 未来屋書店　茨木店 茨木市松ケ本町８－３０－３　イオン茨木店３Ｆ
大阪府 平和書店　アル・プラザ茨木店 茨木市上郡２－１２－８　アルプラザ茨木店３Ｆ
大阪府 未来屋書店　新茨木店 茨木市中津町１８－１　イオン新茨木店３Ｆ
大阪府 田村書店　南茨木店 茨木市天王２－５－１０　阪急グリーンプラザ内
大阪府 ぶっく工房　河内長野店 河内長野市西之山町５－２０　ジャンボスクエアＢ１
大阪府 キャップ書店　河内長野店 河内長野市本町２４－１　ノバティ長野北館４Ｆ
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　貝塚２６号線店 貝塚市石才１６３　
大阪府 木下書店　下松店 岸和田市下松町５０４３
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　アプラたかいし 高石市綾園１－９－１　アプラたかいし２Ｆ
大阪府 大垣書店　高槻店 高槻市芥川町１－２　Ｃ－１１５号　
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　高槻南店 高槻市庄所町１０－１０　
大阪府 アニメイト　高槻店 高槻市城北町２－３－３　城北フジビル３Ｆ
大阪府 田村書店　富田店 高槻市大畑町１３－１　イオンフードスタイル摂津冨田店
大阪府 未来屋書店　高槻店 高槻市萩之庄３－４７－２　イオン高槻店３Ｆ
大阪府 紀伊國屋書店　高槻阪急店 高槻市白梅町４－１　高槻阪急５Ｆ
大阪府 丸善　高島屋堺店 堺市堺区三国ケ丘御幸通５９　高島屋堺店４Ｆ
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　堺南店 堺市堺区大仙西町６－１８４－１　
大阪府 大垣書店　イオンモール堺鉄砲町店 堺市堺区鉄砲町１　イオンモール堺鉄砲町３Ｆ
大阪府 パルネット　ベルマージュ堺店 堺市堺区田出井町１　ベルマージュ堺２Ｆ
大阪府 くまざわ書店　津久野店 堺市西区下田町２０－１　イトーヨーカドー津久野店２Ｆ
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　府大前店 堺市中区新家町７０２－１　
大阪府 けやき書房 堺市南区深阪南１０５
大阪府 紀伊國屋書店　泉北店 堺市南区茶山台１－３－１　パンジョ４Ｆ
大阪府 紀伊國屋書店　堺北花田店 堺市北区東浅香山町４－１－１２－１３６　イオンモール堺北花田４Ｆ
大阪府 未来屋書店　四條畷店 四條畷市砂４－３－２　イオンモール四條畷３Ｆ
大阪府 くまざわ書店　守口店 守口市河原町８－３　京阪百貨店守口店７Ｆ
大阪府 ブックスふかだ　守口店 守口市橋波西之町２－９－１１　メゾンサーバン１Ｆ
大阪府 未来屋書店　大日店 守口市大日東町１－１８　イオンモール大日３Ｆ
大阪府 ヴィレッジヴァンガードイオンモール大日店 守口市大日東町１－１８　イオンモール大日ショッピングセンター３Ｆ
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　天美店 松原市天美西４－２－１５　
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　香里園店 寝屋川市香里新町３１－１７　
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ビバモール寝屋川店 寝屋川市寝屋南２－２２－２　
大阪府 アバンティブックセンター　寝屋川店 寝屋川市早子町２３－１－１０４　イズミヤ寝屋川店３Ｆ
大阪府 ブックファースト　デュー阪急山田店 吹田市山田西４－１－２　デュー阪急山田２Ｆ
大阪府 関西大学生協　書籍店 吹田市千里山東３－１０－１
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 吹田市千里万博公園２－１　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ２Ｆ
大阪府 アシーネ　吹田店 吹田市朝日町２－１０１　ダイエー吹田店４Ｆ
大阪府 田村書店　吹田さんくす店 吹田市朝日町２－１５１　吹田さんくす２番館１Ｆ
大阪府 田村書店　南千里店 吹田市津雲台１－１－３０　トナリエ南千里２Ｆ
大阪府 リブロ　江坂店 吹田市豊津町９－１　江坂東洋ビル２Ｆ
大阪府 田村書店　千里丘店 摂津市千里丘１－１　千里丘駅東口ビル
大阪府 宮脇書店　泉佐野店 泉佐野市下瓦屋２－２－７７　いこらも～る泉佐野店２Ｆ
大阪府 未来屋書店　日根野店 泉佐野市日根野２４９６－１　イオンモール日根野２Ｆ
大阪府 未来屋書店　りんくう泉南店 泉南市りんくう南浜３－１２　イオンモール泉南２Ｆ
大阪府 ジュンク堂書店　近鉄あべのハルカス店 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３　あべのハルカス近鉄本店ウイング館５Ｆ・７Ｆ
大阪府 アニメイト　天王寺店 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－４－７　Ｇビル阿倍野０１　３Ｆ
大阪府 喜久屋書店　漫画館阿倍野店 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１　あべのルシアス２Ｆ
大阪府 くまざわ書店　阿倍野店 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１　ヴィラあべのウォークＢ１Ｆ
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店 大阪市阿倍野区阿倍野筋２－１－３４　
大阪府 キャップ書店　千林店 大阪市旭区大宮３－１９－３　サンベルファム１Ｆ
大阪府 田村書店　西九条店 大阪市此花区西九条１－３２－１７　
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　長居駅前店 大阪市住吉区長居東４－７－８　岡安ビル２Ｆ
大阪府 未来屋書店　大阪ドームシティ店 大阪市西区千代崎３－１３－１　イオンモール大阪ドームシティ３Ｆ
大阪府 田村書店　天下茶屋店 大阪市西成区岸里１－１－９　ショップ南海天下茶屋１Ｆ
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　大正千島店 大阪市大正区千島３－１３－２０　
大阪府 紀伊國屋書店　本町店 大阪市中央区安土町２－３－１３　大阪国際ビルディング１Ｆ
大阪府 文教堂書店　淀屋橋店 大阪市中央区今橋４－１－１　淀屋橋ｏｄｏｎａ　Ｂ２０９
大阪府 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　心斎橋 大阪市中央区西心斎橋１－４－３　心斎橋ＯＰＡ８Ｆ
大阪府 ジュンク堂書店　天満橋店 大阪市中央区天満橋京町１－１　京阪シティモール７Ｆ
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　戎橋店 大阪市中央区道頓堀１－８－１９　浪速道頓堀ビル
大阪府 ブックファースト　クリスタ長堀店 大阪市中央区南船場２丁目　長堀地下街２号
大阪府 ブックファースト　なんばウォーク店 大阪市中央区難波２　なんばウォーク虹のまち１－２
大阪府 丸善　高島屋大阪店 大阪市中央区難波５－１－５　高島屋大阪店　西ゾーンＢ１
大阪府 好屋書店　放出店 大阪市鶴見区今津南１－５－３２
大阪府 ジュンク堂書店　上本町店 大阪市天王寺区上本町６－１－５５　近鉄百貨店上本町店１１Ｆ
大阪府 紀伊國屋書店　天王寺ミオ店 大阪市天王寺区悲田院町１０－３９　天王寺ミオ本館９Ｆ
大阪府 くまざわ書店　天王寺店 大阪市天王寺区悲田院町１０－４８　天王寺ミオプラザ館３Ｆ
大阪府 アニメイト　京橋店 大阪市都島区東野田町１－６－１６　ワタヤ・コスモスビル２Ｆ
大阪府 田村書店　上新庄店 大阪市東淀川区上新庄２－２４－２４　阪急プラザ内
大阪府 ブックファースト　野田アプラ店 大阪市福島区海老江１－１－１７　野田アプラ１Ｆ
大阪府 未来屋書店　喜連瓜破店 大阪市平野区瓜破２－１－１３　イオン喜連瓜破駅前店３Ｆ
大阪府 アシーネ　長吉店 大阪市平野区長吉長原西１－１－１０　ダイエー長吉店４Ｆ
大阪府 未来屋書店　平野駅前店 大阪市平野区平野北１－８－２　イオンタウン平野１Ｆ
大阪府 紀伊國屋書店　梅田本店 大阪市北区芝田１－１－３　阪急三番街
大阪府 ブックファースト　梅田２階店 大阪市北区芝田１－１－３　阪急梅田駅２Ｆ
大阪府 紀伊國屋書店　グランフロント大阪店 大阪市北区大深町４－２０　グランフロント大阪ショップ＆レストラン南館６Ｆ
大阪府 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 大阪市北区茶屋町７－２０　チャスカ茶屋町Ｂ１Ｆ～７Ｆ
大阪府 アニメイト　梅田店 大阪市北区中崎西２－４－１２　梅田センタービルＢ１Ｆ
大阪府 ジュンク堂書店　大阪本店 大阪市北区堂島１－６－２０　堂島アバンザ内２～３Ｆ
大阪府 ブックスタジオ　大阪店 大阪市北区梅田３－１－１　ＪＲ大阪駅御堂筋北口
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大阪府 ブックファースト　三国店 大阪市淀川区三国本町３－３７－１　ヴュール阪急三国１Ｆ
大阪府 ブックスタジオ　新大阪店 大阪市淀川区西中島５－１６－１　ＪＲ新大阪駅改札内エキマルシェ
大阪府 こうらく書店 大阪市淀川区塚本２－２５－６
大阪府 くまざわ書店　なんばパークス店 大阪市浪速区難波中２－１０－７０　なんばパークス５Ｆ
大阪府 ヤマダ電機　ＬＡＢＩ１なんば店書籍売場 大阪市浪速区難波中２－１１－３５
大阪府 わんだーらんど　なんば店 大阪市浪速区難波中２－１－７　なんば東ビル１Ｆ
大阪府 コミックとらのあな　なんば店Ａ 大阪市浪速区日本橋３－８－１６安田ビル２Ｆ
大阪府 アニメイト　大阪日本橋店 大阪市浪速区日本橋西１－１－３　アニメイトビル１・２Ｆ
大阪府 ジュンク堂書店　難波店 大阪市浪速区湊町１－２－３　マルイト難波ビル３Ｆ
大阪府 文教堂書店　住道店 大東市住道２－３－１　ギャレカサレス住道２Ｆ
大阪府 大東書店 大東市赤井１－１５－１
大阪府 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店 大東市赤井１－４－１　京阪百貨店３Ｆ
大阪府 ブックファースト　池田店 池田市栄町１－１　阪急池田ブランマルシェ２番館
大阪府 未来屋書店　鴻池店 東大阪市鴻池町１－１－７２　イオン鴻池店東館２Ｆ
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ノ里店 東大阪市小阪３－１－１１　Ｅ－１号　
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　瓢箪山駅前店 東大阪市神田町１－１５　
大阪府 コミックランド　ヒバリヤ 東大阪市足代３－１－６
大阪府 アニメイト　布施店 東大阪市足代３－１－６　コミックランドヒバリヤ　２Ｆ
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤井寺駅前店 藤井寺市岡２－８－４１　ソリヤ１Ｆ
大阪府 丸善　八尾アリオ店 八尾市光町２－３　アリオ八尾３Ｆ
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　リノアス八尾店 八尾市光町２－６０　リノアス八尾１Ｆ
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　八尾老原店 八尾市老原１－１３－２　
大阪府 喜久屋書店　富田林店 富田林市向陽台３－１－１　エコールロゼ３Ｆ
大阪府 田村書店　緑地店 豊中市寺内２－４　緑地駅１番街
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　上新田店 豊中市上新田４－２９－１３　
大阪府 田村書店　イオンＳＥＮＲＩＴＯ店 豊中市新千里東町１－１－３　ＳＥＮＲＩＴＯよみうり２Ｆ
大阪府 田村書店　千里中央店 豊中市新千里東町１－３－３２１　せんちゅうパル３Ｆ・４Ｆ
大阪府 ブックファースト　曽根店 豊中市曽根東町３－１－１　ＴＩＯ阪急曽根１Ｆ
大阪府 ブックファースト　豊中店 豊中市本町１－１－１　阪急豊中駅２Ｆ
大阪府 大垣書店　豊中緑丘店 豊中市緑丘４－１－３　イオン豊中緑丘ショッピングセンター２Ｆ
大阪府 枚方　蔦屋書店 枚方市岡東町１２－２　枚方Ｔ－ＳＩＴＥ
大阪府 アニメイト　枚方店 枚方市岡本町７－１　ビオルネ５Ｆ
大阪府 アミーゴ書店　枚方店 枚方市禁野本町１－８７１　イズミヤ枚方店１Ｆ
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　東香里店 枚方市東香里３－３－１３　
大阪府 水嶋書房　くずは駅店 枚方市楠葉花園町１４－１　くずは駅構内
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　牧野高校前店 枚方市養父東町５８　
大阪府 くまざわ書店　みのおキューズモール店 箕面市西宿１－１３－１０　みのおキューズモールＥＡＳＴ－２　２Ｆ
大阪府 ブックパルデューク書店　箕面店 箕面市半町４－２－３３　
大阪府 郡山書店 門真市常称寺町１７－１４
大阪府 アシーネ　古川橋駅前店 門真市末広町４１－２　ダイエー古川橋駅前店３Ｆ
大阪府 田村書店　ららぽーと和泉店 和泉市あゆみ野４－４－７　三井ショッピングパークららぽーと和泉４Ｆ
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉観音寺店 和泉市観音寺町７１７－１　
大阪府 未来屋書店　和泉府中店 和泉市肥子町２－２－１　イオン和泉府中店３Ｆ
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉２６号線店 和泉市富秋町２－８－１７　
兵庫県 ジュンク堂書店　芦屋店 芦屋市大原町９－１－３０４　ラポルテ東館３Ｆ
兵庫県 未来屋書店　伊丹昆陽店 伊丹市池尻４－１－１　イオンモール伊丹昆陽４Ｆ
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　阪急伊丹駅前店 伊丹市中央１－１－１　伊丹ショッピングデパートＢ１Ｆ
兵庫県 未来屋書店　伊丹店 伊丹市藤ノ木１－１－１－２０４１　イオンモール伊丹２Ｆ
兵庫県 ブックスユートピア　野間店 伊丹市野間北３－２－２　
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　パークタウン加古川ミーツテラス 加古川市加古川町寺家町２６９－１　
兵庫県 紀伊國屋書店　加古川店 加古川市加古川町篠原町三ツ升２１－８　ヤマトヤシキ加古川店６Ｆ
兵庫県 未来屋書店　加古川店 加古川市平岡町新在家６１５－１　イオン加古川店３Ｆ
兵庫県 くまざわ書店　加古川店 加古川市別府町緑町２　グリーンモール本館３Ｆ
兵庫県 西村書店 加西市北条町横尾２８５－１
兵庫県 未来屋書店　加西北条店 加西市北条町北条３０８－１　イオンモール加西北条１Ｆ
兵庫県 未来屋書店　社店 加東市社１１２６－１　イオン社店２Ｆ
兵庫県 未来屋書店　アスパ高砂店 高砂市緑丘２－１－４０　アスパ高砂２Ｆ
兵庫県 未来屋書店　三木店 三木市大村字砂１６３　イオン三木店２Ｆ
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　三木店 三木市末広３－１５－２６　
兵庫県 未来屋書店　山崎店 宍粟市山崎町中井城下１０　イオン山崎店３Ｆ
兵庫県 宮脇書店　洲本店 洲本市塩屋１－１－８　イオン洲本２Ｆ
兵庫県 未来屋書店　小野店 小野市王子町８６８－１　イオン小野店１Ｆ
兵庫県 パルネット　小野店 小野市王子町８８８－１
兵庫県 喜久屋書店　須磨パティオ店 神戸市須磨区中落合２－２－３　須磨パティオ３番館２Ｆ
兵庫県 喜久屋書店　名谷店 神戸市須磨区中落合２－３－１　市営地下鉄名谷駅内
兵庫県 ＦＵＴＡＢＡ＋プリコ垂水店 神戸市垂水区神田町１－２０　プリコ垂水西館
兵庫県 未来屋書店　ジェームス山店 神戸市垂水区青山台７－７－１　イオンジェームス山店４Ｆ
兵庫県 ジュンク堂書店　舞子店 神戸市垂水区東舞子町１０－１－３０１　Ｔｉｏ舞子３Ｆ
兵庫県 喜久屋書店　神戸学園都市店 神戸市西区学園西町１－４　キャンパススクェア内
兵庫県 ブックフォーラム　伊川谷店 神戸市西区池上３－３－１　コープデイズ神戸西３Ｆ
兵庫県 喜久屋書店　西神中央店 神戸市西区糀台５－２－３　プレンティ１番館３Ｆ
兵庫県 ジュンク堂書店　三宮駅前店 神戸市中央区雲井通６－１－１５　サンシティビル７Ｆ
兵庫県 丸善　神戸学院大学ＫＰＣ　Ｄ号館 神戸市中央区港島１－１－３　神戸学院大学Ｄ号館１Ｆ
兵庫県 ジュンク堂書店　神戸さんちか店 神戸市中央区三宮町１－１０－１　地下１階さんちか三番街ホーム＆ライフ内
兵庫県 ジュンク堂書店　三宮店 神戸市中央区三宮町１－６－１８　
兵庫県 アニメイト　三宮店 神戸市中央区三宮町１－９－１－３０９　センタープラザビル３Ｆ
兵庫県 エンジョイスペースギルド 神戸市中央区三宮町２－１１－１　センタープラザ西館２Ｆ－２１３
兵庫県 紀伊國屋書店　神戸阪急店 神戸市中央区小野柄通８－１－８　神戸阪急新館５Ｆ
兵庫県 大垣書店　プリコ神戸店 神戸市中央区相生町３－１－１　ＰＬｉＣＯ神戸内
兵庫県 大垣書店　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店 神戸市中央区東川崎町１－７－２　ｕｍｉｅ　ＮＯＲＴＨ　ＭＡＬＬ５Ｆ
兵庫県 アニメガ×ソフマップ　神戸ハーバーランド店 神戸市中央区東川崎町１－７－２　ｕｍｉｅＮＯＲＴＨＭＡＬＬ内６Ｆ
兵庫県 喜久屋書店　東急プラザ新長田店 神戸市長田区若松町５－５－１　東急プラザ新長田２Ｆ
兵庫県 メトロ書店　神戸御影店 神戸市東灘区御影中町３－２－１　御影クラッセ４Ｆ
兵庫県 ジュンク堂書店　神戸住吉店 神戸市東灘区住吉本町１－２－１　住吉ターミナルビル４Ｆ
兵庫県 ブックファースト　六甲店 神戸市灘区宮山町３－１－２５　六甲阪急ビル２Ｆ
兵庫県 喜久屋書店　神戸南店 神戸市兵庫区中之島２－１－１　イオンモール神戸南２Ｆ
兵庫県 喜久屋書店　北神戸店 神戸市北区上津台８－１－１　イオンモール神戸北２Ｆ
兵庫県 くまざわ書店　藤原台店 神戸市北区藤原台中町１－２－２　エコール・リラ　ショッピングセンター５Ｆ
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤原台店 神戸市北区藤原台中町１－４－１　
兵庫県 喜久屋書店　神戸北町店 神戸市北区日の峰２－６－１　コアキタマチショッピングセンター３Ｆ
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　西鈴蘭台店 神戸市北区北五葉１－１３－１　ウエストベル内
兵庫県 うかいや書店　福崎店 神崎郡福崎町西田原字辻堂１３６９－１
兵庫県 くまざわ書店　コロワ甲子園店 西宮市甲子園高潮町３－３　Ｃｏｒｏｗａ甲子園Ｂ１Ｆ
兵庫県 ブックファースト　阪急西宮ガーデンズ店 西宮市高松町１４－２－４０５　阪急西宮ガーデンズ４Ｆ
兵庫県 ブックファースト　西宮店 西宮市高松町６－２０　阪急西宮北口駅２Ｆ
兵庫県 喜久屋書店　西宮東店 西宮市小松北町１－６－４４　コープ西宮東店２Ｆ　　
兵庫県 ブックファースト　エビスタ西宮店 西宮市田中町１－６　エビスタ西宮２Ｆ
兵庫県 宮脇書店　西宮店 西宮市伏原町２－５４　
兵庫県 ジュンク堂書店　西宮店 西宮市北口町１－１　アクタ西宮西館４Ｆ
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　西脇店 西脇市上野１８５－１　
兵庫県 紀伊國屋書店　川西店 川西市栄町１１－１　モザイクボックス４Ｆ
兵庫県 アニメイト　川西店 川西市栄町１４－１８　辻輪ビル１Ｆ
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兵庫県 田村書店　川西店 川西市栄町２５－１　アステ川西２Ｆ
兵庫県 三峰堂 川辺郡猪名川町松尾台１－２－２０　日生中央センタービル１Ｆ
兵庫県 田村書店　猪名川店 川辺郡猪名川町白金２－１　イオン猪名川店内
兵庫県 ブックフォーラム　相生店 相生市旭３－７－６　コープデイズ相生店内
兵庫県 喜久屋書店　柏原店 丹波市柏原町母坪３３５－１　コモーレ丹波の森内
兵庫県 未来屋書店　氷上店 丹波市氷上町本郷３００　ゆめタウン１Ｆ
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　篠山店 丹波篠山市東吹字行石ノ坪４０６－１　
兵庫県 ブックセンターすばる　和田山店 朝来市和田山町玉置前田６５９－１　
兵庫県 未来屋書店　和田山店 朝来市和田山町枚田岡７７４　イオン和田山店１Ｆ
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ホームズ尼崎店 尼崎市下坂部３－１－３６　
兵庫県 キャップ書店　立花店 尼崎市七松町１－１－１　立花ジョイタウン３Ｆ
兵庫県 イレブン　尼崎店 尼崎市昭和通９－３２２
兵庫県 ブックファースト　阪神尼崎店 尼崎市神田中通１－２－１　ＡＭＡＳＴＡ　ＡＭＡＳＥＮ１Ｆ
兵庫県 宮脇書店　アマゴッタ店 尼崎市西大物町１２－４１　アマゴッタ４Ｆ
兵庫県 くまざわ書店　あまがさき店 尼崎市潮江１－３－１　あまがさきキューズモール３Ｆ
兵庫県 ふたば書房　つかしん店 尼崎市塚口本町４－８－１　つかしん　にしまち２Ｆ
兵庫県 未来屋書店　塚口店 尼崎市南塚口町２－１－３　ダイエー塚口店一番館４Ｆ
兵庫県 田村書店　武庫之荘北店 尼崎市武庫之荘１－２－１０　
兵庫県 喜久屋書店　花田店 姫路市花田町小川７５　ヤマダストア内
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路飾磨店 姫路市飾磨区今在家７－８８　
兵庫県 未来屋書店　姫路リバーシティ店 姫路市飾磨区細江２５６０　イオンモール姫路リバーシティ３Ｆ
兵庫県 喜久屋書店　姫路店 姫路市神子岡前３－１２－１７　ゆめタウン姫路４Ｆ
兵庫県 未来屋書店　姫路大津店 姫路市大津区大津町２－５　イオンモール姫路大津２Ｆ
兵庫県 アニメイト　姫路店 姫路市東駅前町５４　ハリマセンタービル１Ｆ
兵庫県 未来屋書店　東山店 姫路市東山１８１－１　
兵庫県 喜久屋書店　辻井店 姫路市東辻井３－１５９－７　ヤマダストア２Ｆ
兵庫県 ジュンク堂書店　姫路店 姫路市豆腐町２２２　ピオレ姫路２　２Ｆ
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宝塚店 宝塚市旭町２－１－８　
兵庫県 ＮＥＴ２１宝塚サンクスソリオ店 宝塚市栄町２－１－１　ソリオ宝塚１
兵庫県 ブックファースト　宝塚店 宝塚市栄町２－３－１　Ｇコレクション阪急宝塚１Ｆ
兵庫県 キャップ書店　逆瀬川店 宝塚市逆瀬川１－２－１　アピア１　１Ｆ
兵庫県 喜久屋書店　豊岡店 豊岡市加広町７－３２　コープデイズ豊岡２Ｆ
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ　豊岡店 豊岡市大手町７－３０　
兵庫県 未来屋書店　土山店 明石市魚住町清水舞々２２０８－１　イオン土山店３Ｆ
兵庫県 リブロ　西明石店 明石市小久保２－７－１０　プリコ西明石２Ｆ
兵庫県 未来屋書店　明石店 明石市大久保町ゆりのき通２－３－１　イオン明石店２番街２Ｆ
兵庫県 アニメイト　イオン明石店 明石市大久保町ゆりのき通３－３－１　イオン明石ショッピングセンター３番街３Ｆ
兵庫県 ジュンク堂書店　明石店 明石市大明石町１－６－１　パピオスあかし２Ｆ
兵庫県 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ西明石店 明石市藤江中谷９２８　
兵庫県 くまざわ書店　明石店 明石市二見町西二見駅前１－１８　イトーヨーカドー明石店３Ｆ
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　太子店 揖保郡太子町東出２５０－５　
兵庫県 うかいや書店　太子南店 揖保郡太子町蓮常寺字豆田２８１－２
奈良県 好屋書店　結崎店 磯城郡川西町結崎５９８－１　２Ｆ
奈良県 三洋堂書店　橿原神宮店 橿原市石川町３－２　
奈良県 ＴＳＵＴＡＹＡ　アクロスプラザ橿原店 橿原市曽我町４５－１　
奈良県 三洋堂書店　香芝店 香芝市別所１２３－１　
奈良県 三洋堂書店　桜井店 桜井市上之庄３１５　
奈良県 ＴＳＵＴＡＹＡ　桜井店 桜井市東新堂３５０－１　
奈良県 三洋堂書店　平群店 生駒郡平群町三里７２８－１　
奈良県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ大和郡山店 大和郡山市田中町字宮西５１７　アピタ大和郡山店２Ｆ
奈良県 未来屋書店　天理店 天理市東井戸堂町３８１　イオンタウン天理ショッピングセンター内
奈良県 アニメイト　奈良店 奈良市角振町２６　いせやビル３Ｆ
奈良県 奈良　蔦屋書店 奈良市三条大路１－６９１－１　
奈良県 喜久屋書店　奈良駅店 奈良市三条本町１－１　ビエラ奈良２Ｆ
奈良県 ジュンク堂書店　奈良店 奈良市西大寺東町２－４－１　ならファミリー専門店街４Ｆ
奈良県 三洋堂書店　大安寺店 奈良市南京終町２－２８５　
奈良県 キャップ書店　王寺店 北葛城郡王寺町久度２－２－１　リーベル王寺東館３Ｆ
奈良県 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ西大和店 北葛城郡上牧町ささゆり台１－１－１　アピタ西大和店１Ｆ
和歌山県 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ岩出店 岩出市西野３０　岩出ショッピングシティ
和歌山県 多屋孫書店 田辺市南新町１１９
和歌山県 アシーネ　田辺店 田辺市宝来町２４－２６　グルメシティ田辺ＳＣ店１Ｆ
和歌山県 宮脇書店　ロイネット和歌山店 和歌山市七番丁２６－１　ダイワロイネットホテル和歌山１Ｆ・２Ｆ
和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡＷＡＹガーデンパーク和歌山 和歌山市松江字向鵜ノ島１４６９－１
和歌山県 未来屋書店　和歌山店 和歌山市中楠谷５７３　イオンモール和歌山１Ｆ
和歌山県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール和歌山 和歌山市中楠谷５７３　イオンモール和歌山２Ｆ
和歌山県 アニメイト　和歌山店 和歌山市美園町５－６１　和歌山ＭＩＯ　４Ｆ
和歌山県 くまざわ書店　和歌山ＭＩＯ店 和歌山市美園町５－６１　和歌山ＭＩＯ４Ｆ
鳥取県 今井書店　境港店 境港市上道町３２９７　
鳥取県 今井書店　倉吉パープルタウン店 倉吉市山根５５７－１　倉吉ＳＣパープルタウン２Ｆ
鳥取県 今井書店　倉吉店 倉吉市昭和町２－２５４　
鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　倉吉店 倉吉市清谷町２－４７　
鳥取県 今井書店　吉成コミック店 鳥取市叶３１０　
鳥取県 今井書店　湖山メディア館 鳥取市湖山町東４－８２　
鳥取県 喜久屋書店　国府店 鳥取市国府町新通り３－３０１－１　
鳥取県 宮脇書店　鳥取店 鳥取市晩稲１００－１　イオン鳥取北店モール棟２Ｆ
鳥取県 今井書店　アプト店 東伯郡琴浦町八橋３７１　アプト内
鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　角盤町店 米子市角盤町４－４１　
鳥取県 今井書店　錦町店 米子市錦町３－９０　
鳥取県 ＢｏｏｋＹａｒｄＣＨＡＰＴＥＲ３ 米子市上福原３１８
鳥取県 本の学校　今井ブックセンター 米子市新開２－３－１０　
鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東福原店 米子市東福原６－１２－４０　
鳥取県 アニメイト　イオン米子駅前店 米子市末広町３１１　イオン米子駅前店２Ｆ
鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　弓ヶ浜店 米子市夜見町２９３７－３　
島根県 今井書店　安来プラーナ店 安来市安来町７６１－４　安来プラーナ店内
島根県 グリーンシティ書籍部 雲南市大東町大東９５６－１　大東シヨッピングセンター内
島根県 今井書店　木次マルシェリーズ店 雲南市木次町里方３０－２　
島根県 今井書店　出雲店 出雲市高岡町１２３７－１　
島根県 今井書店　ゆめタウン出雲店 出雲市大塚町６５０－１　ゆめタウン出雲２Ｆ
島根県 ブックセンターコスモ　出雲店 出雲市渡橋町７２４－１
島根県 宮脇書店　ゆめタウン斐川店 出雲市斐川町上直江１３０１－１
島根県 今井書店　学園通り店 松江市学園２－３３－８　
島根県 今井書店グループセンター店 松江市田和山町８８　
島根県 アニメイト　イオン松江店 松江市東朝日町１５１　イオン松江ショッピングセンター１Ｆ
島根県 宮脇書店　イオン松江店 松江市東朝日町１５１　イオン松江ショッピングセンター２Ｆ
島根県 ブックセンタージャスト　大田店 大田市大田町山崎ロ１２５９－４
島根県 ブックセンタージャスト　浜田店 浜田市浅井町８７５
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　井原店 井原市高屋町３－２４－２　
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高屋店 岡山市中区高屋５０　
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ平井店 岡山市中区平井７－１８－１６　
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡山西大寺店 岡山市東区西大寺上１－１－４６　リョービプラッツ２Ｆ
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　新古新田店 岡山市南区古新田１２４７－１　
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ岡南店 岡山市南区築港栄町５－１２　
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岡山県 丸善　さんすて岡山店 岡山市北区駅元町１－１　さんすて岡山北館２Ｆ
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　岡山駅前 岡山市北区駅前町１－８－１８　ＩＣＯＴＮＩＣＯＴ２Ｆ
岡山県 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール岡山 岡山市北区下石井１－２－１　イオンモール岡山３Ｆ
岡山県 未来屋書店　岡山店 岡山市北区下石井１－２－１－５０２５・５０２７　イオンモール岡山５Ｆ
岡山県 啓文社　岡山本店 岡山市北区下中野３７７－１　
岡山県 宮脇書店　岡山本店 岡山市北区今３－２３－１０３　
岡山県 紀伊國屋書店　クレド岡山店 岡山市北区中山下１－８－４５　ＮＴＴクレド岡山ビル５Ｆ
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　津島モール店 岡山市北区津島南１－２－７　津島モール２Ｆ
岡山県 丸善　岡山シンフォニービル店 岡山市北区表町１－５－１　岡山シンフォニービル地下１階
岡山県 アニメイト　岡山店 岡山市北区本町６－３０　第一セントラルビル２号館４Ｆ
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大安寺店 岡山市北区野殿西町３２９－１　
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　笠岡富岡店 笠岡市富岡２３３－１　
岡山県 蔦屋書店　高梁市図書館 高梁市旭町１３０６　高梁市複合施設２Ｆ
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　山陽店 赤磐市下市４１３－１　
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ玉島店 倉敷市玉島１６５１－１　
岡山県 宮脇書店　笹沖店 倉敷市笹沖４－１　
岡山県 宮脇書店　児島店 倉敷市児島駅前２－３５　天満屋ハッピータウン児島店２Ｆ
岡山県 喜久屋書店　倉敷店 倉敷市水江１　イオンモール倉敷２Ｆ
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中島店 倉敷市中島２２３６－１０３　
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中庄店 倉敷市平田９３６－１　
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　水島店 倉敷市北畝５－６８５－１　
岡山県 宮脇書店　連島店 倉敷市連島町連島４５２－１　Ｐモール連島内
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　総社東店 総社市井手１２５７　
岡山県 ブックフォーラム喜久屋書店　津山店 津山市小原１２９－３　
広島県 中川書店 安芸郡海田町大正町１－１８
広島県 くまざわ書店　安芸店 安芸郡坂町北新地２－３－３０　フジグラン安芸店内
広島県 啓文社　ゆめタウン呉店 呉市宝町５－１０　ゆめタウン呉３Ｆ
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　啓文社　可部店 広島市安佐北区可部７－４－１３　
広島県 廣文館　フジグラン高陽店 広島市安佐北区亀崎１－１－６　フジグラン３Ｆ
広島県 広島　蔦屋書店 広島市西区扇２－１－４５　広島Ｔ－ＳＩＴＥ
広島県 ＭＡＲＵＺＥＮ　広島店 広島市中区胡町５－２２　天満屋広島八丁堀ビル７Ｆ・８Ｆ
広島県 アニメイト　広島店 広島市中区大手町２－３－１　アニメイトビル２Ｆ
広島県 紀伊國屋書店　ゆめタウン広島店 広島市南区皆実町２－８－１７　ゆめタウン広島３Ｆ
広島県 廣文館　新幹線店 広島市南区松原町１－２　新幹線ｅｋｉｅ２Ｆ
広島県 ジュンク堂書店　広島駅前店 広島市南区松原町９－１　福屋広島駅前店１０Ｆ
広島県 明屋書店　フジグラン三原店 三原市円一町１－１－７　フジグラン三原２Ｆ
広島県 啓文社　イオン三原店 三原市城町２－１３－１　イオン三原店２Ｆ
広島県 ウィー　東城店 庄原市東城町川東１３４８－１
広島県 ブックメイトかめお 竹原市中央２－２－６　ヤマモトビル１Ｆ
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東広島店 東広島市西条御条町６－２０　
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン東広島店 東広島市西条町御薗宇４４０５　
広島県 アニメイト　フジグラン東広島店 東広島市西条町御薗宇４４０５　フジグラン東広島　別棟
広島県 啓文社　西条店 東広島市西条土与丸１－５－７　ゆめタウン東広島店別館２Ｆ
広島県 紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店 廿日市市下平良２－２－１　ゆめタウン廿日市３Ｆ
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宮内店 廿日市市宮内１－１１－１８　
広島県 啓文社　新浜店 尾道市新浜１－２－１７　キッスロード内
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　府中高木店 府中市高木町４１４－１　
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢丘店 福山市伊勢丘３－１－１　
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　駅家店 福山市駅家町近田１０４　
広島県 啓文社　コア福山西店 福山市高西町４－３－６１　
広島県 啓文社　コア春日店 福山市春日町５－１－３　
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　松永店 福山市松永町６－８－１８　
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　新涯店 福山市新涯町３－２１－１１　
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　神辺店 福山市神辺町新徳田３７０－１　
広島県 啓文社　コア神辺店 福山市神辺町川北１５３３　
広島県 アニメイト　福山店 福山市東桜町１－１　アイネスフクヤマＢ１Ｆ
広島県 啓文社　ポートプラザ店 福山市入船町３－１－２５　天満屋ハピータウン１Ｆ
広島県 啓文社　ＢＯＯＫＳ　ＰＬＵＳ　緑町 福山市緑町１－３０　みどり町モール内
山口県 ブックランド都野　宇部店 宇部市黒石北３－４－１　ゆめタウン宇部店内
山口県 宮脇書店　宇部店 宇部市東梶返３－１７－７
山口県 明屋書店　東岐波店 宇部市東岐波字大津出５６０９－１　
山口県 好文堂書店　ゆめタウン店 下関市ゆめタウン１－１　ゆめタウン長府２Ｆ
山口県 明屋書店　ＭＥＧＡ新下関店 下関市伊倉新町２－３－１５　
山口県 宮脇書店　ゆめシティ店 下関市伊倉新町３－１－１　ゆめシティ２Ｆ
山口県 くまざわ書店　下関店 下関市竹崎町４－４－７　シーモールｅｓｔ４Ｆ
山口県 明屋書店　下関長府店 下関市長府才川２－１２－７　
山口県 明屋書店　下松店 下松市桜町３－１４－３０　
山口県 ブックランド都野　サンリブ下松店 下松市南花岡６－８－１　サンリブ下松店２Ｆ
山口県 明屋書店　南岩国店 岩国市南岩国町３－８　
山口県 明屋書店　光店 光市虹ケ浜１－４－１０　
山口県 ＴＳＵＴＡＹＡ　山口葵店 山口市葵１－４－７０　
山口県 明屋書店　宮野店 山口市宮野下２８８５－７　
山口県 明屋書店　小郡店 山口市小郡下郷７８５－１　
山口県 明屋書店　ＭＥＧＡ大内店 山口市大内御堀１１６８－１　
山口県 明屋書店　厚狭店 山陽小野田市厚狭埴生田４６０－１　
山口県 明屋書店　今宿店 周南市月丘町４－１９　
山口県 ＴＳＵＴＡＹＡ　周南店 周南市古市１－４－１　
山口県 蔦屋書店　周南市立徳山駅前図書館 周南市御幸通り２－２８－２　
山口県 宮脇書店　徳山店 周南市周陽１－２－２３
山口県 明屋書店　富田店 周南市政所２－１１－１　
山口県 ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店　ゆめタウン徳山店 周南市青山町１－１８　ゆめタウン徳山店２Ｆ
山口県 明屋書店　長門店 長門市東深川丁ヶ坪８５０　
山口県 明屋書店　萩店 萩市土原字川島沖田４７４　
山口県 明林堂書店　コスパ防府店 防府市植松５５１－２　
山口県 アニメイト　イオン防府店 防府市中央町１－３　イオン防府店３Ｆ
山口県 未来屋書店　防府店 防府市中央町１－３　イオン防府店３Ｆ
山口県 ＴＳＵＴＡＹＡ　防府店 防府市鋳物師町８－３０　
山口県 明屋書店　緑町店 防府市緑町１－４－２０　
山口県 明屋書店　柳井店 柳井市古開作６５１－３　
徳島県 カルチャーシティ平惣　阿南センター店 阿南市領家町室ノ内４０１－１
徳島県 紀伊國屋書店　徳島店 徳島市寺島本町西１－５　そごう徳島店８Ｆ
徳島県 宮脇書店　徳島本店 徳島市西新浜町１－６－１　マルナカ徳島店２Ｆ
徳島県 アニメイト　徳島店 徳島市東新町１－５－３　ユーフォーテーブルシネマＢ１
徳島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　田宮店 徳島市南田宮２－２－４６　
徳島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　北島店 板野郡北島町鯛浜字川久保　２１１－６
徳島県 紀伊國屋書店　ゆめタウン徳島店 板野郡藍住町奥野東中須８８－１　ゆめタウン徳島２Ｆ
徳島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン石井店 名西郡石井町高川原５４４－１　
徳島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　石井店 名西郡石井町高川原５４４－１　
香川県 宮脇書店　志度店 さぬき市志度７５７－２　
香川県 未来屋書店　綾川店 綾歌郡綾川町萱原８２２－１　イオンモール綾川２Ｆ
香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇多津店 綾歌郡宇多津町浜三番丁２１－２　
香川県 宮脇書店　観音寺店 観音寺市坂本町６－２－２０－１０１　
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香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店 丸亀市郡家町１８６０－１　
香川県 紀伊國屋書店　丸亀店 丸亀市新田町１５０　ゆめタウン丸亀２Ｆ
香川県 アニメイト　高松店 高松市丸亀町７－１６　丸亀町グリーン西館３Ｆ
香川県 くまざわ書店　高松店 高松市三条町中所６０８－１　ゆめタウン高松２Ｆ
香川県 アニメガ×ソフマップ　高松店 高松市常磐町１－３－１　瓦町ＦＬＡＧ３Ｆ
香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　西宝店 高松市西宝町２－７－４７　
香川県 宮脇書店　総本店 高松市朝日新町３－４　
香川県 くまざわ書店　ＣＯＭ高松店 高松市浜ノ町１－２０　ＣＯＭ高松２Ｆ
香川県 宮脇書店　南本店 高松市伏石町２１３９－１１　
香川県 高松書林 高松市兵庫町２－９
香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高松サンシャイン通り店 高松市林町２２１７－２１　
香川県 宮脇書店　三豊店 三豊市豊中町本山甲２２　ゆめタウン三豊２Ｆ
愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　エミフルＭＡＳＡＫＩ 伊予郡松前町筒井８５０　
愛媛県 明屋書店　松前店 伊予郡松前町浜萱田１０９１－１　
愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊予店 伊予市下吾川９６６　
愛媛県 明屋書店　宇和島明倫店 宇和島市新田町２－２－１　
愛媛県 明屋書店　内子店 喜多郡内子町内子１１６３　
愛媛県 明屋書店　喜田村店 今治市東村１－１－３０　
愛媛県 明屋書店　今治別宮店 今治市別宮町７－２７－１　
愛媛県 明屋書店　今治本店 今治市片山２－６－２２　
愛媛県 明屋書店　川之江店 四国中央市妻鳥町１６６２－１　
愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　パルティフジ夏目店 松山市夏目甲７９　
愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン松山店 松山市宮西１－２－１　
愛媛県 明屋書店　空港通店 松山市空港通３－１０－３　
愛媛県 Ｂｏｏｋｓ　Ｈａｒｕｙａ　Ｓｐｉｒｉｔｓ石手店 松山市石手１－２－７　セブンスター石手店内
愛媛県 ジュンク堂書店　松山店 松山市千舟町５－７－１　エスパス松山内
愛媛県 ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店　アエル店 松山市大街道２－５－１２　ＡＥＬ　ＭＡＴＳＵＹＡＭＡ２Ｆ
愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＩＬＬ　朝生田店 松山市朝生田町６－１－２１　
愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤原店 松山市藤原２－４－６２　
愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　松山平井店 松山市平井町２２７３－１　
愛媛県 明屋書店　平井店 松山市平井町甲２３５２　
愛媛県 明屋書店　ＭＥＧＡ平田店 松山市平田町８１－１　
愛媛県 明屋書店　石井店 松山市北井門町２－２０－３２　
愛媛県 アニメイト　松山店 松山市湊町４－１０－８　ＢＥ－ＦＬＡＴ４Ｆ
愛媛県 明屋書店　松山本店 松山市湊町４－７－２　
愛媛県 紀伊國屋書店　いよてつ高島屋店 松山市湊町５－１－１　いよてつ高島屋７Ｆ
愛媛県 明屋書店　川東店 新居浜市郷１－３－１１　
愛媛県 明屋書店　新居浜松木店 新居浜市松木町５－４１　
愛媛県 明屋書店　ＭＥＧＡ西の土居店 新居浜市西の土居町１－１－２３　
愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　新居浜店 新居浜市西喜光地町１１－３６　
愛媛県 明屋書店　東予店 西条市周布３３６－８　
愛媛県 明屋書店　西条本店 西条市神拝乙１４１　
愛媛県 明屋書店　西条福武店 西条市福武甲穴田４４３　
愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東予店 西条市北条１５９４　
愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇和店 西予市宇和町卯之町４－６５４　
愛媛県 明屋書店　宇和店 西予市宇和町下松葉５２２　
愛媛県 明屋書店　大洲店 大洲市東大洲６６１－２　
愛媛県 明屋書店　南宇和店 南宇和郡愛南町御荘平城３７３０－１　
愛媛県 明屋書店　八幡浜店 八幡浜市松柏乙９５６　
愛媛県 明屋書店　広見店 北宇和郡鬼北町芝４１　
高知県 宮脇書店　高須店 高知市高須８５７－１１
高知県 未来屋書店　高知店 高知市秦南町１－４－８　イオンモール高知店２Ｆ
高知県 金高堂　朝倉ブックセンター 高知市大谷公園町２０－１５
高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店 高知市中万々８０９　
高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　潮江店 高知市潮新町２－１７－２０　
高知県 アニメイト　高知店 高知市本町３－１－２　アイランドワンビル２Ｆ
高知県 明屋書店　四万十川店 四万十市具同３７０　
高知県 明屋書店　宿毛店 宿毛市宿毛５３８０－１　
高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　須崎店 須崎市緑町４－１　
高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　たかおか店 土佐市高岡町甲４３３－１　
高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南国店 南国市篠原１９４－１　
福岡県 白石書店　ゆめタウン店 遠賀郡遠賀町松の本１－１－１　ゆめタウン遠賀店内
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　上津店 久留米市上津１－１０－１　
福岡県 紀伊國屋書店　久留米店 久留米市新合川１－２－１　ゆめタウン久留米２Ｆ
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　合川店 久留米市新合川２－８－１８　
福岡県 ブックセンタークエスト　エマックス久留米店 久留米市東町上天神田３１６－２　Ｅｍａｘ４Ｆ
福岡県 金修堂書店　サンリブ古賀店 古賀市天神２－５－１　サンリブ古賀店内
福岡県 明屋書店　行橋行事店 行橋市行事２－１４－１１　
福岡県 福岡金文堂　行橋店 行橋市西宮市３－８－１　ゆめタウン行橋店内
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　コスタ行橋店 行橋市西泉６－１－１　
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　前原店 糸島市高田５－２３－６　
福岡県 福岡金文堂　志摩店 糸島市志摩津和崎宮ノ元２９－１　イオンスーパーセンター志摩店内
福岡県 積文館書店　前原店 糸島市前原東１－７－３５　
福岡県 明屋書店　くりえいと宗像店 宗像市くりえいと１－４－６　
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　サンリブ宗像店 宗像市くりえいと１－５－１　２Ｆ
福岡県 福岡金文堂　ビバモール赤間店 宗像市田久２－１－１　ビバモール赤間１Ｆ
福岡県 積文館書店　ザ・モール春日店 春日市春日５－１７　ザ・モール春日２Ｆ
福岡県 未来屋書店　小郡店 小郡市大保弓場１１０　イオン小郡ショッピングセンター１Ｆ
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＧＡＲＡＧＥ　福岡志免 糟屋郡志免町田富１－１－１　
福岡県 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂　長者原店 糟屋郡粕屋町長者原３１３－１
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　太宰府店 太宰府市通古賀４－１－４０　
福岡県 積文館書店　大川店 大川市酒見２１５－１　おおかわ交流プラザ１Ｆ
福岡県 積文館書店　大牟田店 大牟田市甘木５０４　
福岡県 未来屋書店　大牟田店 大牟田市岬町３－４　イオンモール大牟田店２Ｆ
福岡県 ヴィレッジヴァンガード　イオン大野城店 大野城市錦町４－１－１　イオン大野城ＳＣ２Ｆ
福岡県 未来屋書店　大野城店 大野城市錦町４－１－１　イオン大野城店３Ｆ
福岡県 積文館書店　大野城店 大野城市白木原５－１－２２　
福岡県 福岡金文堂　ゆめモール筑後店 筑後市前津土地区画整理事業区域内１０画地　ゆめモール筑後内
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　シュロアモール店 筑紫野市原田８３６－６　
福岡県 積文館書店　筑紫野店 筑紫野市針摺東３－３－１　ゆめタウン内
福岡県 くまざわ書店　筑紫野店 筑紫野市美しが丘南１－１２－１　筑紫野ベレッサ２Ｆ
福岡県 蔦屋書店　イオンモール筑紫野 筑紫野市立明寺４３４－１　
福岡県 アニメイト　イオンモール筑紫野 筑紫野市立明寺４３４－１　イオンモール筑紫野３Ｆ
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中間店 中間市東中間１－２－８　
福岡県 未来屋書店　直方店 直方市湯野原２－１－１　イオンモール直方２Ｆ
福岡県 明屋書店　伊加利店 田川市伊加利２０１１　
福岡県 Ａ’ＢＯＯＫ　穂波店 飯塚市枝国長浦６６６－４８
福岡県 明林堂書店　エーブック飯塚店 飯塚市秋松８７９－３　
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　神松寺店 福岡市城南区神松寺２－１－１０　長尾センタープラザ２Ｆ
福岡県 福家書店　福岡木の葉モール橋本店 福岡市西区橋本２－２７－２　木の葉モール橋本２Ｆ
福岡県 アシーネ　マリナタウン店 福岡市西区豊浜３－１－１０　イオンマリナタウン店２Ｆ
福岡県 未来屋書店　福岡伊都店 福岡市西区北原１－２－１　イオンモール福岡伊都３Ｆ
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福岡県 福岡金文堂　姪浜店 福岡市西区姪の浜４－８－２　えきマチ１丁目姪浜
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　次郎丸店 福岡市早良区次郎丸２－３０－１　
福岡県 積文館書店　小田部店 福岡市早良区小田部４－５－５０　
福岡県 くまざわ書店　福岡西新店 福岡市早良区西新４－１－１　プラリバ２Ｆ
福岡県 未来屋書店　笹丘店 福岡市中央区笹丘１－２８－７４　イオン笹丘店Ｂ１Ｆ
福岡県 ジュンク堂書店　福岡店 福岡市中央区大名１－１５－１　天神西通りスクエア１Ｆ～３Ｆ
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　マークイズ福岡ももち店 福岡市中央区地行浜２－２－１　マークイズ福岡ももち２Ｆ　２２４区画
福岡県 ヴィレッジヴァンガード　福岡パルコ店 福岡市中央区天神２－１１－１　福岡パルコ６Ｆ
福岡県 アニメイト　福岡パルコ店 福岡市中央区天神２－１１－１　福岡パルコ８Ｆ
福岡県 積文館書店　新天町本店 福岡市中央区天神２－８－２１５　
福岡県 福岡金文堂　本店 福岡市中央区天神２－９－１１０
福岡県 積文館書店　天神地下街店 福岡市中央区天神２地下３号　
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　薬院店 福岡市中央区渡辺通２－６－１　西鉄薬院駅構内
福岡県 六本松　蔦屋書店 福岡市中央区六本松４－２－１　２Ｆ
福岡県 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂　原田店 福岡市東区原田３－２４５－３
福岡県 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂えきマチ１丁目香椎店 福岡市東区香椎駅前１－１１－１　えきマチ１丁目香椎２Ｆ
福岡県 未来屋書店　香椎浜店 福岡市東区香椎浜３－１２－１　イオンモール香椎浜１Ｆ
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　和白店 福岡市東区和白２－１１－３５　
福岡県 黒木書店　長住店 福岡市南区西長住２－２５－２８
福岡県 福岡金文堂　大橋駅店 福岡市南区大橋１－５－１　レイリア大橋
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　老司店 福岡市南区老司２－１０－１１　
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中洲ｇａｔｅ’ｓ店 福岡市博多区中洲３－７－２４　ゲイツビル１Ｆ
福岡県 蔦屋書店　コマーシャルモール博多 福岡市博多区東光寺町２－６－４０　
福岡県 丸善　博多店 福岡市博多区博多駅中央街１－１　ＪＲ博多シティ８Ｆ
福岡県 ブックスタジオ　博多駅店 福岡市博多区博多駅中央街１－１　博多エリア室
福岡県 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＨＡＫＡＴＡ 福岡市博多区博多駅中央街９－１　ＫＩＴＴＥ博多　博多マルイ内６Ｆ
福岡県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール福津店 福津市７９３　イオンモール福津２Ｆ
福岡県 未来屋書店　福津店 福津市日蒔野６－１６－１　イオンモール福津１Ｆ
福岡県 明屋書店　豊前店 豊前市塔田７６８－１　
福岡県 未来屋書店　戸畑店 北九州市戸畑区汐井町２－２　イオン戸畑店２Ｆ
福岡県 ブックセンタークエスト　鞘ケ谷店 北九州市戸畑区東鞘ケ谷町２－２　
福岡県 くまざわ書店　若松店 北九州市若松区二島１－３－１　イオン若松ショッピングセンター２Ｆ
福岡県 明屋書店　小倉南店 北九州市小倉南区横代東町１－１－２４　
福岡県 くまざわ書店　サンリブもりつね店 北九州市小倉南区守恒１－１１－２５　サンリブもりつね２Ｆ
福岡県 明屋書店　小倉沼新町店 北九州市小倉南区沼新町１－３－１６　ドッとあーるｇａｒｄｅｎ小倉内
福岡県 アカデミア　サンリブシティ小倉店 北九州市小倉南区上葛原２－１４－１　サンリブシティ小倉２Ｆ
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　サンリブきふね店 北九州市小倉北区貴船町１－１４　
福岡県 喜久屋書店　小倉店 北九州市小倉北区京町３－１－１　セントシティ７Ｆ
福岡県 くまざわ書店　小倉店 北九州市小倉北区浅野１－１－１　小倉駅アミュプラザ店６Ｆ
福岡県 アニメイト　小倉店 北九州市小倉北区浅野２－１４－５　あるあるＣｉｔｙ３Ｆ
福岡県 ゲーマーズ　小倉店 北九州市小倉北区浅野２－１４－５　あるあるＣｉｔｙ３Ｆ
福岡県 ブックセンタークエスト　大手町店 北九州市小倉北区大手町１２－４　
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　朝日ケ丘店 北九州市小倉北区朝日ケ丘１４－１４　
福岡県 ブックセンタークエスト　小倉本店 北九州市小倉北区馬借１－４－７　
福岡県 未来屋書店　黒崎店 北九州市八幡西区西曲里町３－１　イオンタウン黒崎２Ｆ
福岡県 未来屋書店　八幡東店 北九州市八幡東区東田３－２－１０２　イオンモール八幡東１Ｆ
福岡県 ブックセンタークエスト　門司大里店 北九州市門司区上馬寄１－１６－５　
福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　柳川店 柳川市三橋町藤吉５０９－１　
佐賀県 積文館書店　伊万里店 伊万里市新天町５４９－１９　
佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊万里店 伊万里市二里町八谷搦１２７４　
佐賀県 積文館書店　江北店 杵島郡江北町佐留志２１０１－１　
佐賀県 アニメイト　モラージュ佐賀店 佐賀市巨勢町牛島７３０　モラージュ佐賀南館２Ｆ
佐賀県 くまざわ書店　佐賀店 佐賀市大和町尼寺３５３５　イオンショッピングセンター１Ｆ
佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　医大通り店 佐賀市鍋島１－７－３　
佐賀県 明林堂書店　南佐賀店 佐賀市南佐賀１－２１－１２　
佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　兵庫町店 佐賀市兵庫南４－１２－５　
佐賀県 紀伊國屋書店　佐賀店 佐賀市兵庫北５－１４－１　ゆめタウン佐賀２Ｆ
佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　佐大通り店 佐賀市与賀町７０－１　
佐賀県 積文館書店　上峰店 三養基郡上峰町坊所一本谷２５１４－１　
佐賀県 ファミリーマート積文館書店　三日月店 小城市三日月町長神田２３５６　
佐賀県 ブックスグリーンウッド　小城店 小城市小城町松尾３９６０－１
佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鳥栖店 鳥栖市本鳥栖町５３７－１　
佐賀県 まつら書店 唐津市鏡２６５７－１
佐賀県 福岡金文堂　イオン唐津店 唐津市鏡４５３１－１
佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　唐津店 唐津市船宮町２５８７－９　
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス愛野店 雲仙市愛野町乙桃山５０３６－１　
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　広田店 佐世保市広田４－４－９　
長崎県 ヴィレッジヴァンガード　させぼ五番街 佐世保市新港町２－７　させぼ五番街６街区２Ｆ
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　させぼ五番街店 佐世保市新港町３－１　
長崎県 ヴィレッジヴァンガード　イオン大塔店 佐世保市大塔町１４－２　イオン大塔店２Ｆ
長崎県 アニメイト　佐世保店 佐世保市本島町４－２６　させぼライナービル３Ｆ
長崎県 くまざわ書店　佐世保店 佐世保市本島町４－７　ＴＷＩＮＫＬＥ　Ｂ１Ｆ
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店 大村市古賀島町５２４－１４　
長崎県 紀伊國屋書店　長崎店 長崎市元船町１０－１　ゆめタウン夢彩都４Ｆ
長崎県 遊ＩＮＧ　城山店 長崎市城山町５－２３　
長崎県 アニメイト　長崎店 長崎市浜町１－１０　有川ビル３Ｆ
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ浜町店 長崎市浜町２－３５　
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　ＭＩＲＡＩ　ＮＡＧＡＳＡＫＩ　ＣＯＣＯＷＡＬＫ 長崎市茂里町１－５５　みらい長崎ココウォーク５Ｆ
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店 島原市城内３－１６００－１　
長崎県 ＤｏＩＮＧプラスゲオ　上五島店 南松浦郡新上五島町青方郷１７０２
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス有家店 南島原市有家町小川字上東８５０　
長崎県 ブックマート諫早 諫早市永昌町１９－１９
熊本県 蔦屋書店　小川町 宇城市小川町河江１－１　
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　光の森店 菊池郡菊陽町光の森６－１８－７　
熊本県 紀伊國屋書店　熊本光の森店 菊池郡菊陽町光の森７－３３－１　ゆめタウン光の森２Ｆ
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　菊陽店 菊池郡菊陽町津久礼２７４６　
熊本県 明屋書店　免田店 球磨郡あさぎり町免田東１２５３－１　
熊本県 明屋書店　錦店 球磨郡錦町西打越７１５－１　イオン錦店１Ｆ
熊本県 明屋書店　多良木店 球磨郡多良木町多良木字友村１５９２　
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　玉名店 玉名市中字寺畑１６８６－３　
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　田崎店 熊本市西区田崎２－３４０－２３　
熊本県 蔦屋書店　熊本三年坂 熊本市中央区安政町１－２　カリーノ下通１Ｆ
熊本県 アニメイト　熊本店 熊本市中央区手取本町４－１２　ファインビル３Ｆ
熊本県 くまざわ書店　熊本店 熊本市中央区手取本町８－１　鶴屋百貨店東館５Ｆ
熊本県 金龍堂　まるぶん店 熊本市中央区上通町５－１　
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　帯山店 熊本市中央区帯山５－４１－３８　
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　琴平店 熊本市中央区本荘町字中ノ壷７２６－１　
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　健軍店 熊本市東区健軍１－２７－１０　
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　御領店 熊本市東区御領２－２０－５　
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　さくらの森店 熊本市東区桜木６－６－１　
熊本県 明屋書店　サンロードシティ熊本店 熊本市東区東町３－３－３　
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　浜線店 熊本市南区田井島１－１２－８　
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熊本県 紀伊國屋書店　熊本はません店 熊本市南区田井島１－２－１　ゆめタウンはません３Ｆ
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　近見店 熊本市南区日吉２－１－９　
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ清水バイパス店 熊本市北区高平３－３７－１９　
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　植木店 熊本市北区植木町舞尾字花立５４５－２　
熊本県 明林堂書店　イオンタウン荒尾店 荒尾市原万田八反田６３０－１　
熊本県 ＢＯＯＫＳあんとく　あらお店 荒尾市荒尾字上川後田４１６０－２
熊本県 蔦屋書店　嘉島 上益城郡嘉島町上島長池２２３２　
熊本県 ブックスまるぶん　イオン天草店 天草市亀場町食場後山下７４０　イオン天草店２Ｆ
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店 天草市南新町６－６　
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　八代松江店 八代市松江町５１７－１　
熊本県 金龍堂　八代ファースト文庫店 八代市大手町２－４－２５　
大分県 明屋書店　宇佐店 宇佐市辛島３３－１　
大分県 ゲオ　宇佐店 宇佐市石田１－１
大分県 明屋書店　臼杵野田店 臼杵市野田２０５　
大分県 明屋書店　コスモタウン佐伯店 佐伯市鶴岡西町２－１９９　
大分県 明林堂書店　大分本店 大分市王子南町３５　
大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　賀来店 大分市賀来６４６－１　
大分県 明屋書店　賀来店 大分市賀来北２－９－１５　
大分県 リブロ　大分わさだ店 大分市玉沢字楠本７５５　トキハわさだタウン２街区３Ｆ
大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　光吉店 大分市光吉６１０　
大分県 くまざわ書店　大分店 大分市公園通り西２－１　パークプレイス大分２Ｆ
大分県 明屋書店　高城店 大分市城東町９－１６　
大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　森町店 大分市森町１８１－１　
大分県 ジュンク堂書店　大分店 大分市中央町２－３－４　大分中央ＢＥＳＴビル１～５Ｆ
大分県 アニメイト　大分店 大分市末広町１－１－３０　青松ビル１Ｆ
大分県 くまざわ書店　大分明野店 大分市明野東１－１－１　あけのアクロスタウン二番街２Ｆ
大分県 明屋書店　大分フリーモールわさだ店 大分市木上２１０３　
大分県 明屋書店　中津本店 中津市下池永瀧ノ坪１２４－１　
大分県 未来屋書店　三光店 中津市三光佐知１０３２　イオンモール三光１Ｆ
大分県 明屋書店　中央町店 中津市中央町２－７－５１　
大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中津店 中津市蛭子町２－１０－２　
大分県 明屋書店　日田店 日田市十二町５８５－４　
大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　別府上人ケ浜店 別府市上人ケ浜町８０６－１　
大分県 明屋書店　豊後高田店 豊後高田市新地１９４０　
宮崎県 くまざわ書店　延岡ニューシティ店 延岡市旭町２－２－１　延岡ニューシティ１Ｆ
宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　岡富店 延岡市中川原町２－４９２０　
宮崎県 アニメイト　宮崎店 宮崎市橘通東３－１－１１　アゲインビル２Ｆ
宮崎県 蔦屋書店　宮崎高千穂通り 宮崎市橘通東４－８－１　カリーノ宮崎１Ｆ・２Ｆ
宮崎県 紀伊國屋書店　アミュプラザみやざき店 宮崎市広島２－１１－１１　アミュプラザみやざき　やま館４Ｆ
宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　江平店 宮崎市江平東２－８－１２　
宮崎県 未来屋書店　宮崎店 宮崎市新別府町江口８６２－１　区画番号２０３８　イオンモール宮崎２Ｆ
宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　大塚台店 宮崎市大塚町池ノ内１１２７－７　
宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　宮交シティ 宮崎市大淀４－７－３０　イオン南宮崎店２Ｆ
宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　たかなべ店 児湯郡高鍋町北高鍋１３６６－６　
宮崎県 たかがき書店 児湯郡新富町富田１－１１
宮崎県 ＦＣ明屋書店　川南店 児湯郡川南町川南１３５９３－１　
宮崎県 ＪＡ明屋書店　高千穂店 西臼杵郡高千穂町三田井３３－５　
宮崎県 金海堂　イオン都城店 都城市早鈴町１９９０　イオン都城店２Ｆ
宮崎県 田中書店　妻ヶ丘本店 都城市中原町１９－３
宮崎県 明林堂書店　都北店 都城市都北町５９７０　
宮崎県 ブックスミスミ　日向店 日向市財光寺桃ノ木４９３－１　
鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　串木野店 いちき串木野市ひばりが丘５６３０　
鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　名瀬店 奄美市名瀬小浜町２８－１２　
鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　プラッセ宮之城店 薩摩郡さつま町宮之城屋地１５０８　
鹿児島県 明屋書店　川内店 薩摩川内市中郷２－１－３　
鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　指宿店 指宿市西方１７２２－１　
鹿児島県 ブックスミスミ　鹿屋店 鹿屋市寿７－１２－１
鹿児島県 くまざわ書店　鹿屋店 鹿屋市白崎町４－１　プラッセだいわ鹿屋店３Ｆ
鹿児島県 アシーネ　鹿児島店 鹿児島市鴨池２－２６－３０　イオン鹿児島鴨池店２Ｆ
鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　吉野店 鹿児島市吉野町２０９７　
鹿児島県 ジュンク堂書店　鹿児島店 鹿児島市呉服町６－５　マルヤガーデンズ６Ｆ
鹿児島県 イオン　鹿児島中央店 鹿児島市中央町１０　イオン鹿児島中央店４Ｆ
鹿児島県 紀伊國屋書店　鹿児島店 鹿児島市中央町１－１　アミュプラザ鹿児島４Ｆ
鹿児島県 くまざわ書店　鹿児島中央店 鹿児島市中央町１９－４０　２Ｆ
鹿児島県 ＭＡＲＵＺＥＮ　天文館店 鹿児島市中町３－１５　ヴィストラルビルＢ３～６Ｆ
鹿児島県 未来屋書店　鹿児島店 鹿児島市東開町７　イオンモール鹿児島２Ｆ
鹿児島県 アニメイト　鹿児島店 鹿児島市東千石町１３－３　ＶＩＳＩＯＮ　ＢＩＬＤ　３Ｆ
鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　出水本町店 出水市本町４－４７　
鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　出水緑町店 出水市緑町４４－４１　
鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　プラッセ種子島店 西之表市西之表１０４４０－１　
鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊集院店 日置市伊集院町徳重１－１６－１０　
鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フレスポ国分店 霧島市国分広瀬２－４－１　
鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　霧島 霧島市国分野口東８－４０　
沖縄県 田園書房　具志川店 うるま市江洲４５０－１　サンエー具志川メインシティ１Ｆ
沖縄県 大城書店　石川店 うるま市石川１－１５－２
沖縄県 球陽堂書房　マチナト店 浦添市城間２００８－１　サンエーマチナトシティ２Ｆ
沖縄県 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＯＫＩＮＡＷＡ 浦添市西洲３　ＰＡＲＣＯＣＩＴＹ３Ｆ
沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　山内店 沖縄市山内４－９－２　
沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　美里店 沖縄市美里１３４０　
沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　泡瀬店 沖縄市泡瀬４－５－７　イオンタウン泡瀬２Ｆ
沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宜野湾上原店 宜野湾市上原２－１１－５　
沖縄県 宮脇書店　大山店 宜野湾市大山７－１－２　サンエー大山シティ内
沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　沖縄宮古島店 宮古島市平良西里１００３－１　
沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　糸満店 糸満市兼城４７１－１　
沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　石垣店 石垣市真栄里４４０－３　
沖縄県 球陽堂書房　西原店 中頭郡西原町嘉手苅１３０－２０２　
沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　読谷店 中頭郡読谷村古堅６７８　
沖縄県 未来屋書店　沖縄ライカム店 中頭郡北中城村アワセ４街区　イオンモール沖縄ライカム１Ｆ
沖縄県 ヴィレッジヴァンガード　イオン南風原店 島尻郡南風原町宮平２６４　イオン南風原ショッピングセンター２Ｆ
沖縄県 宮脇書店　南風原店 島尻郡南風原町宮平２６４　イオン南風原ショッピングセンター２Ｆ
沖縄県 田園書房　つかざん店 島尻郡南風原町津嘉山１４７１－２　サンエーつかざんシティ２Ｆ
沖縄県 球陽堂書房　サンエー八重瀬店 島尻郡八重瀬町屋宜原波平原９５－１　サンエー八重瀬シティ１Ｆ
沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　那覇新都心店 那覇市おもろまち４－２－８　
沖縄県 球陽堂書房　那覇メインプレイス店 那覇市おもろまち４－４－９　サンエー那覇メインプレイス２Ｆ
沖縄県 リブロ　リウボウブックセンター店 那覇市久茂地１－１－１　デパートリウボウ７Ｆ
沖縄県 くまざわ書店　那覇店 那覇市金城５－１０－２　イオン那覇店３Ｆ
沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　首里店 那覇市首里久場川町２－１２２－１　首里りうぼう１Ｆ
沖縄県 ジュンク堂書店　那覇店 那覇市牧志１－１９－２９　Ｄｎａｈａ内
沖縄県 アニメイト　那覇国際通り店 那覇市牧志１－２－１　花ビル４Ｆ
沖縄県 ＴＳＵＴＡＹＡ　壺川店 那覇市壺川３－１－１９　
沖縄県 未来屋書店　とよみ店 豊見城市根差部７１０　イオンタウンとよみショッピングセンター１Ｆ


