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書店都道府県 自治体名 書店名 書店都道府県 自治体名 書店名

北海道 中央区 アニメイト　札幌 東京都 武蔵村山市 アニメイト　イオンモールむさし村山

北海道 中央区 コミックとらのあな　札幌店 東京都 武蔵村山市 オリオン書房　イオンモールむさし村山店

北海道 中央区 ゲーマーズ　札幌店 東京都 多摩市 アニメイト　聖蹟桜ヶ丘

北海道 函館市 函館　蔦屋書店 神奈川県 鶴見区 ＮＥＴ２１井上鶴見ミナール店

北海道 帯広市 岡書　帯広イーストモール 神奈川県 神奈川区 メロンブックス　通信販売部

北海道 千歳市 アカシヤ書房　ちとせモール店 神奈川県 神奈川区 ＢＯＯＫＳえみたす　大口店

北海道 伊達市 ゲオ　伊達インター店 神奈川県 神奈川区 ゲーマーズ　オンラインショップ

北海道 音更町 蔦屋書店　木野店 神奈川県 西区 メロンブックス　横浜店

青森県 弘前市 未来屋書店　ヒロロ店 神奈川県 西区 有隣堂　横浜駅西口店

岩手県 北上市 東山堂　北上店 神奈川県 西区 アニメイト　横浜ビブレ

岩手県 北上市 ブックスアメリカン　北上店 神奈川県 西区 コミックとらのあな　横浜店

宮城県 青葉区 コミックとらのあな　仙台店 神奈川県 西区 ゲーマーズ　横浜店

宮城県 青葉区 喜久屋書店　仙台店 神奈川県 港北区 天一書房　日吉店

宮城県 青葉区 ゲーマーズ　仙台店 神奈川県 泉区 ブックスキタミ　山手台店

宮城県 角田市 ブックＴＯＷＮ　角田店 神奈川県 青葉区 ブックファースト　青葉台店

宮城県 大崎市 スクラム　古川店 神奈川県 都筑区 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店

秋田県 潟上市 ブックスモア　潟上店 神奈川県 幸区 アニメイト　川崎

山形県 山形市 こまつ書店　鈴川店 神奈川県 中原区 ＮＥＴ２１中原ＢＬ武蔵小杉店

山形県 山形市 こまつ書店　寿町本店 神奈川県 多摩区 住吉書房　登戸店

福島県 郡山市 アニメイト　郡山 神奈川県 藤沢市 有隣堂　藤沢店

福島県 いわき市 ブックエース　上荒川店 神奈川県 厚木市 アニメイト　本厚木

福島県 いわき市 ブックエース　内郷店 神奈川県 開成町 ミクニ書店

福島県 いわき市 ブックエース　植田店 新潟県 上越市 知遊堂　上越国府店

茨城県 水戸市 ブックエース　茨城大学前店 富山県 富山市 文苑堂書店　本郷店

茨城県 日立市 ブックエース　日立鮎川店 富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ　本店　コミックラボ

茨城県 石岡市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ピアシティ石岡店 富山県 高岡市 文苑堂書店　福田本店

茨城県 結城市 ブックエース　結城店 富山県 高岡市 文苑堂書店　戸出店

茨城県 下妻市 ブックエース　下妻店 富山県 魚津市 文苑堂書店　魚津サンプラザ店

茨城県 つくば市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店 富山県 氷見市 明文堂書店　氷見店

茨城県 つくば市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば 石川県 金沢市 金沢ビーンズ明文堂

茨城県 ひたちなか市 ブックエース　勝田東石川店 石川県 小松市 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ　ＫＯＭＡＴＳＵ

茨城県 筑西市 ブックエース　下館店 福井県 福井市 Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ　ＷＡＳＳＥ店

茨城県 筑西市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店 福井県 越前市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ワイプラザ武生店

茨城県 坂東市 ブックエース　坂東店 山梨県 甲府市 天真堂書店　甲府国母店

茨城県 桜川市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新岩瀬店 山梨県 富士吉田市 ＢＯＯＫＳ　ＫＡＴＯＨ　富士吉田店

茨城県 神栖市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店 長野県 松本市 文教堂　ＪＯＹ松本店

栃木県 大田原市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大田原店 長野県 岡谷市 笠原書店

栃木県 高根沢町 サンライズ　高根沢店 長野県 飯田市 平安堂　飯田店

群馬県 前橋市 岡崎書店　フォリオショッピングセンター店 長野県 塩尻市 中島書店　高原通店

群馬県 高崎市 戸田書店　高崎店 岐阜県 岐阜市 アニメイト　岐阜

群馬県 藤岡市 ゲオ　藤岡店 岐阜県 大垣市 喜久屋書店　大垣店

埼玉県 大宮区 ジュンク堂書店　大宮高島屋店 静岡県 葵区 コミックとらのあな　静岡店

埼玉県 大宮区 メロンブックス　大宮店 静岡県 葵区 戸田書店　静岡本店

埼玉県 大宮区 リブロ　エキュート大宮店 静岡県 葵区 柏屋書店

埼玉県 大宮区 アニメイト　大宮コミック館 静岡県 清水区 戸田書店　江尻台店

埼玉県 大宮区 ゲーマーズ　大宮店 静岡県 中区 アマノ　高丘店

埼玉県 中央区 ブックデポ書楽 静岡県 東区 アマノ　有玉店

埼玉県 岩槻区 コミックとらのあな　大宮店 静岡県 沼津市 ゲーマーズ　沼津店

埼玉県 川越市 アニメイト　川越 静岡県 焼津市 焼津谷島屋　大富店

埼玉県 飯能市 くまざわ書店　飯能店 静岡県 焼津市 焼津谷島屋　登呂田店

埼玉県 春日部市 ブックエース　春日部店 静岡県 御殿場市 戸田書店　御殿場店

埼玉県 草加市 ＢＯＯＫＳアイ　新田エキナカ店 愛知県 中村区 メロンブックス　名古屋店

埼玉県 越谷市 ＢＯＯＫＳアイ　蒲生エキナカ店 愛知県 中村区 アニメイト　名古屋

埼玉県 越谷市 博文堂書店　千間台店 愛知県 中村区 コミックとらのあな　名古屋店

埼玉県 越谷市 ほんのいえ　宮脇書店　越谷店 愛知県 中村区 星野書店　近鉄パッセ店

埼玉県 久喜市 くまざわ書店　久喜店 愛知県 中区 ジュンク堂書店　ロフト名古屋店

埼玉県 杉戸町 ブックエース　杉戸店 愛知県 中区 ゲーマーズ　名古屋店

千葉県 中央区 アニメイト　千葉 愛知県 昭和区 書林房五常

千葉県 中央区 コミックとらのあな　千葉店 愛知県 瑞穂区 三洋堂書店　新開橋店

千葉県 船橋市 ジュンク堂書店　南船橋店 愛知県 港区 未来屋書店　名古屋茶屋店

千葉県 茂原市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店 愛知県 一宮市 宮脇書店　尾西店

千葉県 成田市 くまざわ書店　公津店 愛知県 刈谷市 ＴＳＵＴＡＹＡブックセンター名豊刈谷店

千葉県 佐倉市 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐倉店 愛知県 安城市 くまざわ書店　三河安城店

千葉県 習志野市 アニメイト　津田沼 愛知県 小牧市 ザ・リブレット　アピタ小牧店

千葉県 習志野市 ゲーマーズ　津田沼店 愛知県 北名古屋市 あおい書店（らくだ）　西春店

千葉県 柏市 くまざわ書店　柏高島屋店 愛知県 豊山町 紀伊國屋書店　名古屋空港店

千葉県 柏市 アニメイト　柏 三重県 伊賀市 コメリ書房　上野店

千葉県 市原市 ブックスワールド　アピタ市原店 滋賀県 甲賀市 サンミュージック　ハイパーブックス水口店

千葉県 富里市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店 京都府 中京区 アニメイト　京都

千葉県 富里市 ゲオ　富里店 京都府 中京区 コミックとらのあな　京都店

東京都 千代田区 メロンブックス　秋葉原店 京都府 下京区 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク

東京都 千代田区 アニメイト　秋葉原 京都府 南区 アバンティブックセンター　京都店

東京都 千代田区 コミックとらのあな　秋葉原店Ａ 京都府 亀岡市 宮脇書店　亀岡店

東京都 千代田区 書泉ブックタワー 大阪府 浪速区 ジュンク堂書店　難波店

東京都 千代田区 ゲーマーズ　秋葉原本店 大阪府 浪速区 メロンブックス　大阪日本橋店

東京都 新宿区 コミックとらのあな　新宿店Ａ 大阪府 浪速区 アニメイト　大阪日本橋店

東京都 新宿区 書泉芳林堂書店　高田馬場店 大阪府 浪速区 コミックとらのあな　なんば店Ａ

東京都 文京区 丸善　メトロ・エム後楽園店 大阪府 浪速区 ゲーマーズ　なんば店

東京都 台東区 くまざわ書店　浅草店 大阪府 阿倍野区 喜久屋書店　漫画館阿倍野店

東京都 江東区 丸善　有明ワンザ店 大阪府 阿倍野区 アニメイト　天王寺

東京都 江東区 コミックとらのあな　通信販売部 大阪府 北区 ジュンク堂書店　大阪本店

東京都 大田区 アニメイト　蒲田 大阪府 北区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店

東京都 大田区 ＴＳＵＴＡＹＡ　大森町駅前店 大阪府 北区 アニメイト　梅田

東京都 渋谷区 アニメイト　渋谷 大阪府 北区 コミックとらのあな　梅田店

東京都 渋谷区 ゲーマーズ　新宿店 大阪府 北区 ゲーマーズ　梅田店

東京都 豊島区 東京旭屋書店　池袋店 大阪府 南区 紀伊國屋書店　泉北店

東京都 豊島区 コミックとらのあな　池袋店Ａ 大阪府 北区 紀伊國屋書店　堺北花田店

東京都 豊島区 ゲーマーズ　池袋店 大阪府 岸和田市 木下書店　下松店

東京都 葛飾区 文教堂書店　青戸店 大阪府 高槻市 大垣書店　高槻店

東京都 葛飾区 大和書店 大阪府 柏原市 宮脇書店　大阪柏原店

東京都 八王子市 アニメイト　八王子 大阪府 泉南市 未来屋書店　りんくう泉南店

東京都 八王子市 くまざわ書店　西八王子店 兵庫県 中央区 ジュンク堂書店　三宮店

東京都 立川市 コミックとらのあな　立川店 兵庫県 中央区 ジュンク堂書店　三宮駅前店

東京都 立川市 オリオン書房　ノルテ店 兵庫県 中央区 コミックとらのあな　三宮店

東京都 立川市 ゲーマーズ　立川店 兵庫県 中央区 ゲーマーズ　神戸三宮店

東京都 武蔵野市 アニメイト　吉祥寺 兵庫県 西区 田村書店　神戸伊川谷店

東京都 武蔵野市 ブックス　ルーエ 兵庫県 姫路市 アニメイト　姫路

東京都 町田市 アニメイト　町田 兵庫県 明石市 ジュンク堂書店　明石店

東京都 町田市 コミックとらのあな　町田店 兵庫県 加古川市 ＴＢＳ　加古川ミーツテラス

東京都 町田市 ゲーマーズ　町田店 鳥取県 鳥取市 今井書店　湖山メディア館
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鳥取県 鳥取市 今井書店　吉成コミック店

島根県 出雲市 ブックセンターコスモ　出雲店

岡山県 北区 アニメイト　岡山

岡山県 倉敷市 喜久屋書店　倉敷店

岡山県 総社市 宮脇書店　総社店

広島県 中区 アニメイト　広島

広島県 中区 コミックとらのあな　広島店

広島県 中区 ＭＡＲＵＺＥＮ　広島店

広島県 南区 紀伊國屋書店　ゆめタウン広島店

山口県 宇部市 幸太郎本舗　ＴＳＵＴＡＹＡ宇部店

山口県 周南市 宮脇書店　徳山店

徳島県 吉野川市 宮脇書店　鴨島店

徳島県 石井町 カルチャーシティ平惣　石井店　ＢＯＯＫ館

徳島県 東みよし町 小山助学館　三加茂店

香川県 丸亀市 ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店

愛媛県 松山市 明屋書店　松山本店

福岡県 小倉北区 ブックセンタークエスト　小倉本店

福岡県 小倉北区 ゲーマーズ　小倉店

福岡県 博多区 ゲーマーズ　博多店

福岡県 中央区 ジュンク堂書店　福岡店

福岡県 中央区 アニメイト　福岡天神

福岡県 西区 福家書店　福岡木の葉モール橋本店

福岡県 朝倉市 Ａ’ＢＯＯＫ　甘木店

佐賀県 佐賀市 くまざわ書店　佐賀店

熊本県 荒尾市 ＢＯＯＫＳあんとく　あらお店

宮崎県 宮崎市 未来屋書店　宮崎店

鹿児島県 鹿児島市 ブックスミスミ　七ツ島店

沖縄県 那覇市 ジュンク堂書店　那覇店

沖縄県 宜野湾市 宮脇書店　大山店


