
『サバゲっぱなし』『BLACK LAGOON』限定コラボしおりがもらえるキャンペーン！参加書店

書店都道府県 書店名 書店都道府県 書店名
北海道 ゲオ　新岩見沢店 栃木県 宮脇書店　佐野店
北海道 ゲオ　釧路貝塚店 群馬県 ゲオ　笠懸店
北海道 ゲオ　紋別店 群馬県 ゲオ　片貝店
北海道 ゲオ　函館鍛冶店 群馬県 ゲオ　赤堀店
北海道 ゲオ　北広島店 群馬県 ゲオ　内ヶ島店
北海道 ゲオ　中標津店 群馬県 ゲオ　西吉井店
北海道 ゲオ　江別大麻店 群馬県 ゲオ　連取店
北海道 ゲオ　釧路星が浦店 群馬県 ゲオ　藤岡店
北海道 ゲオ　北見南大通店 群馬県 ゲオ　伊勢崎南店
北海道 ゲオ　西帯広店 群馬県 ゲオ　新里店
北海道 ゲオ　函館昭和店 群馬県 ゲオ　館林店
北海道 ゲオ　伊達インター店 群馬県 アニメイト　高崎
北海道 ゲオ　静内店 群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新高崎店
北海道 ゲオ　室蘭東町店 群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　藤岡店
北海道 ゲオ　八雲店 群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　館林店
北海道 ゲオ　旭川神楽店 群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　渋川店
北海道 ゲオ　富良野店 群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富岡店
北海道 ゲオ　稚内店 群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊勢崎店
北海道 ゲオ　滝川東町店 埼玉県 ゲオ　フレスポ八潮店
北海道 ゲオ　千歳駅前店 埼玉県 ゲオ　草加新田店
北海道 ゲオ　豊平店 埼玉県 ゲオ　深谷上柴店
北海道 ゲオ　札幌北３３条店 埼玉県 ゲオ　大宮日進店
北海道 ゲオ　札幌手稲店 埼玉県 ゲオ　飯能柳町店
北海道 ゲオ　小樽店 埼玉県 ゲオ　鴻巣店
北海道 アニメイト　旭川 埼玉県 ゲオ　毛呂山店
北海道 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　苫小牧店 埼玉県 ゲオ　上尾中妻店
北海道 コミックとらのあな　札幌店 埼玉県 ゲオ　新行田店
北海道 ゲーマーズ　札幌店 埼玉県 ゲオ　大沼店
北海道 文教堂書店　新札幌ＤＵＯ店 埼玉県 アニメイト　大宮コミック館
青森県 アニメイト　八戸 埼玉県 宮脇書店　北本店
青森県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　十和田店 埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　川越店
青森県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つがる柏店 埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　本庄店
岩手県 東山堂　北上店 埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　加須店
岩手県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　奥州水沢店 埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＴＳＵＴＡＹＡ鴻巣店
岩手県 エムズエクスポ盛岡店 埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　越谷店
岩手県 ブックスアメリカン　北上店 埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　三郷店
宮城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大崎古川店 埼玉県 コミックとらのあな　大宮店
宮城県 コミックとらのあな　仙台店 埼玉県 ゲーマーズ　大宮店
宮城県 ゲーマーズ　仙台店 埼玉県 ブックエキスプレス　ディラ大宮店
宮城県 ブックエキスプレス　仙台北口店 埼玉県 成文堂　南浦和店
宮城県 ブックエキスプレス　仙台店 埼玉県 ブックデポ書楽
宮城県 喜久屋書店　仙台店 千葉県 ゲオ　富里店
秋田県 ミライア　本荘店 千葉県 ゲオ　香取小見川店
山形県 ゲオ　寒河江店 千葉県 ゲオ　君津外箕輪店
山形県 ゲオ　東根中央店 千葉県 ゲオ　銚子清川町店
山形県 アニメイト　山形 千葉県 アニメイト　柏
山形県 こまつ書店　西田店 千葉県 アニメイト　千葉
福島県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　いわき鹿島店 千葉県 アニメイト　津田沼
福島県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　小名浜店 千葉県 ときわ書房　本八幡スクエア店＋ＧＥＯ
福島県 ブックエキスプレス　福島東口店 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店
茨城県 ゲオ　牛久中央店 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千葉ニュータウン店
茨城県 ゲオ　土浦店 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店
茨城県 ゲオ　三和店 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯＴＳＵＴＡＹＡ八千代店
茨城県 ゲオ　木田余店 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　旭店
茨城県 アニメイト　イオンモール土浦 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　江戸川台店
茨城県 アニメイト　水戸 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鎌ケ谷店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東金店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立田尻店 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　成東店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店 千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　八街店
茨城県 Ｗｏｎｄｅｒ　Ｇｏｏ　北茨城店 千葉県 コミックとらのあな　千葉店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店 千葉県 有隣堂　アトレ新浦安店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新常陸大宮店 千葉県 ゲーマーズ　津田沼店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店 千葉県 ブックエキスプレス　南流山店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店 千葉県 ブックエキスプレス　ディラ西船橋店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新那珂店 千葉県 くまざわ書店　津田沼店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ石下店 千葉県 オークスメディアパーク　野田店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　江戸崎店 千葉県 ときわ書房　本店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　境ＦｉＳＳ店 千葉県 ＢＯＯＫＳ昭和堂
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　古河店 東京都 書泉グランデ
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたちなか店 東京都 アニメイト　新宿
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ友部店 東京都 アニメイト　聖蹟桜ヶ丘
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸南店 東京都 アニメイト　立川
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店 東京都 アニメイト　秋葉原
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　石岡店 東京都 アニメイト　渋谷
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　玉造店 東京都 アニメイト　池袋本店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　龍ケ崎店 東京都 ＮＥＴ２１井上昭島店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鉾田店 東京都 三省堂書店　池袋本店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千代田店 東京都 真光書店　北口本店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　波崎店 東京都 ブックファースト　新宿店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東海店 東京都 丸善　丸の内本店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高萩店 東京都 あゆみＢｏｏｋｓ　平和台店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大穂店 東京都 オリオン書房　ノルテ店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店 東京都 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ
栃木県 ゲオ　並木店 東京都 くまざわ書店コミックランドビーワン八王子
栃木県 ゲオ　佐野高萩店 東京都 コミックとらのあな　立川店
栃木県 ゲオ　間々田店 東京都 コミックとらのあな　新宿店Ａ
栃木県 ゲオ　大平店 東京都 コミックとらのあな　池袋店Ａ
栃木県 ゲオ　足利鹿島店 東京都 コミックとらのあな　秋葉原店Ｃ
栃木県 ゲオ　羽川店 東京都 コミックとらのあな　秋葉原店Ａ
栃木県 ゲオ　東峰町店 東京都 有隣堂　町田モディ店
栃木県 ゲオ　からす山店 東京都 有隣堂　グランデュオ蒲田店
栃木県 アニメイト　ロブレ小山 東京都 ゲーマーズ　池袋店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ真岡店 東京都 ゲーマーズ　秋葉原本店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下野店 東京都 ゲーマーズ　町田店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　小山店 東京都 ゲーマーズ　立川店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿沼店 東京都 ゲーマーズ　新宿店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店 東京都 ブックエキスプレス　グランスタ東京店
栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大田原店 東京都 ブックエキスプレス　アトレヴィ巣鴨店
栃木県 とらのあな　宇都宮店 東京都 ブックエキスプレス　大崎店
栃木県 喜久屋書店　宇都宮店 東京都 ブックエキスプレス　ディラ拝島店



書店都道府県 書店名 書店都道府県 書店名
東京都 ブックエキスプレス　秋葉原１号店 京都府 ゲーマーズ　京都店
東京都 ブックエキスプレス　駒込店 大阪府 アニメイト　枚方
東京都 ブックエキスプレス　エキュート赤羽店 大阪府 アニメイト　布施
東京都 ブックエキスプレス　渋谷店 大阪府 わんだーらんど　なんば店
東京都 ブックエキスプレス　新宿駅南口店 大阪府 宮脇書店　泉南店
東京都 ＨＩＮＴＩＮＤＥＸＢＯＯＫエキュート東京 大阪府 ブックファースト　なんばウォーク店
東京都 ブックエキスプレス東京駅京葉ストリート店 大阪府 キタモト書店　２号店
東京都 ブックエキスプレスエキュート品川サウス店 大阪府 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店
東京都 ブックエキスプレス　エキュート上野店 大阪府 ジュンク堂書店　大阪本店
東京都 ｂｏｏｋｓｈｅｌｆ　ＮＥＷｏＭａｎ新宿店 大阪府 コミックとらのあな　梅田店
東京都 三省堂書店　アトレ秋葉原１ 大阪府 コミックとらのあな　なんば店Ａ
東京都 山下書店　綾瀬東口店 大阪府 ゲーマーズ　なんば店
東京都 中目黒ブックセンター 大阪府 ゲーマーズ　梅田店
東京都 コミック高岡 大阪府 喜久屋書店　漫画館阿倍野店
東京都 ＣＯＭＩＣ　ＺＩＮ　秋葉原店 大阪府 パルネット　ひまわり難波店
東京都 今野書店　コミック店 兵庫県 アニメイト　イオン明石
東京都 文教堂書店　京王八王子店 兵庫県 アニメイト　川西
神奈川県 アニメイト　川崎 兵庫県 アニメイト　姫路
神奈川県 アニメイト　本厚木 兵庫県 アニメイト　三宮
神奈川県 アニメイト　横浜 兵庫県 コミックとらのあな　三宮店
神奈川県 アニメイト　新百合ヶ丘 兵庫県 ゲーマーズ　神戸三宮店
神奈川県 ブックファースト　あおい川崎店 兵庫県 うかいや書店　龍野店
神奈川県 伊勢原書店　秦野店 奈良県 アニメイト　奈良
神奈川県 ブックスキタミ　山手台店 島根県 今井書店　グループセンター店
神奈川県 丸善　ラゾーナ川崎店 岡山県 宮脇書店　連島店
神奈川県 コミックとらのあな　湘南藤沢店 岡山県 コミックとらのあな　岡山店
神奈川県 コミックとらのあな　横浜店 岡山県 ブックランドあきば　大高店
神奈川県 石井商店 岡山県 宮脇書店　総社店
神奈川県 有隣堂　厚木店 広島県 アニメイト　福山
神奈川県 有隣堂　ららぽーと海老名店 広島県 アニメイト　広島
神奈川県 有隣堂　藤沢店 広島県 フタバ図書　ＴＥＲＡ広島府中店
神奈川県 有隣堂　たまプラーザテラス店 広島県 ＭＡＲＵＺＥＮ　広島店
神奈川県 有隣堂　戸塚モディ店 広島県 コミックとらのあな　広島店
神奈川県 有隣堂　横浜駅西口店 山口県 アニメイト　イオン防府
神奈川県 有隣堂　本店 山口県 くまざわ書店　下関店
神奈川県 ゲーマーズ　横浜店 香川県 アニメイト　高松
神奈川県 ブックエキスプレス　横浜南口店 香川県 宮脇書店　本店
神奈川県 ブックエキスプレス　ディラ大船店 愛媛県 明屋書店　西条福武店
神奈川県 ブックエキスプレス　リエール藤沢店 高知県 宮脇書店　イオンモール高知店
神奈川県 ブックエキスプレス　シァル桜木町店 福岡県 ゲオ　北九州葛原店
神奈川県 くまざわ書店　横須賀店 福岡県 ゲオ　福津店
神奈川県 湘南台　文華堂 福岡県 ゲオ　福岡土井店
神奈川県 三省堂書店　海老名店 福岡県 アニメイト　福岡天神
新潟県 ゲオ　上越高田店 福岡県 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店
新潟県 ゲオ　塩沢店 福岡県 Ａ’ＢＯＯＫ　飯塚店
新潟県 知遊堂　三条店 福岡県 コミックとらのあな　福岡店
新潟県 コミックとらのあな　新潟店 福岡県 ゲーマーズ　小倉店
新潟県 知遊堂　上越国府店 福岡県 ゲーマーズ　博多店
新潟県 戸田書店　長岡店 福岡県 黒木書店　七隈店
富山県 アニメイト　富山 福岡県 メロンブックス　福岡天神店
石川県 北国書林　辰口店 長崎県 ゲオ　時津店
石川県 ＫＣ 長崎県 ゲオ　福江店
福井県 アニメイト　福井 大分県 ゲオ　大分国東店
福井県 宮脇書店　春江店 大分県 ゲオ　大分戸次店
山梨県 ジュンク堂書店　岡島甲府店 宮崎県 ゲオ　日南店
山梨県 ＢＯＯＫＳ　ＫＡＴＯＨ　富士吉田店 宮崎県 ゲオ　日向店
岐阜県 ゲオ　高山昭和店 鹿児島県 ゲオ　薩摩川内店
岐阜県 コスモブックセンター 鹿児島県 ブックスミスミオプシア
岐阜県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店 沖縄県 ゲオ　宮古店
静岡県 アニメイト　イオンモール富士宮 沖縄県 ゲオ　名護びいまた店
静岡県 アニメイト　イオン浜松市野 沖縄県 ジュンク堂書店　那覇店
静岡県 アニメイト　沼津
静岡県 アニメイト　浜松
静岡県 アマノ　アクト北店
静岡県 戸田書店　掛川西郷店
静岡県 コミックとらのあな　静岡店
静岡県 ゲーマーズ　沼津店
静岡県 谷島屋　浜松本店
愛知県 ゲオ　クラスポ蒲郡店
愛知県 アニメイト　豊橋
愛知県 アニメイト　名古屋
愛知県 精文館書店　尾張一宮店
愛知県 精文館書店　新豊田店
愛知県 精文館書店　汐田橋店
愛知県 精文館書店　三ノ輪店
愛知県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　碧南店
愛知県 コミックとらのあな　名古屋店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　瑠璃光町店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中部国際空港店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南陽通店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン弥富店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ本山店
愛知県 ゲーマーズ　名古屋店
愛知県 宮脇書店　尾西店
愛知県 ジュンク堂書店　ロフト名古屋店
三重県 ゲオ　志摩店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢上地店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店
滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ三宝堂　水口店
京都府 アニメイト　京都
京都府 コミックとらのあな　京都店


