
都道府県 書店名 都道府県 書店名 都道府県 書店名
北海道 三省堂書店　札幌店 茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店 東京都 三省堂書店　成城店
北海道 メロンブックス　札幌店 栃木県 メロンブックス　宇都宮店 東京都 メロンブックス　八王子店
北海道 コーチャンフォー　新川通り店 群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高崎店 東京都 オリオン書房　ルミネ立川店
北海道 コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店 群馬県 メロンブックス　高崎店 東京都 オリオン書房　ノルテ店
北海道 イオン　藻岩店 埼玉県 ジュンク堂書店　大宮高島屋店 東京都 メロンブックス　立川店
北海道 コーチャンフォー　美しが丘店 埼玉県 メロンブックス　大宮店 東京都 くまざわ書店　昭島店
北海道 イオン　湯川店 埼玉県 須原屋　武蔵浦和店 東京都 有隣堂　町田モディ店
北海道 イオン　室蘭店 埼玉県 リブロ　ららぽーと富士見店 東京都 くまざわ書店　武蔵小金井北口店
北海道 コーチャンフォー　旭川店 千葉県 三省堂書店　カルチャーステーション千葉店 東京都 未来屋書店　多摩平の森店
北海道 イオン　永山店 千葉県 メロンブックス　千葉店 東京都 オリオン書房　イオンモールむさし村山店
北海道 イオン　旭川春光店 千葉県 未来屋書店　幕張新都心店 東京都 くまざわ書店　桜ヶ丘店
北海道 コーチャンフォー　釧路店 千葉県 堀江良文堂書店　松戸店 東京都 コーチャンフォー　若葉台店
北海道 コーチャンフォー　北見店 千葉県 メロンブックス　柏店 神奈川県 有隣堂　横浜駅西口店
北海道 イオン　岩見沢店 東京都 三省堂書店　東京ソラマチ店 神奈川県 メロンブックス　横浜店
北海道 イオン　紋別店 東京都 ゲーマーズ　池袋店 神奈川県 有隣堂　アトレ川崎店
北海道 イオン　登別店 東京都 メロンブックス　池袋店 神奈川県 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店
北海道 イオン　伊達店 東京都 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＰＯＴ　ＳＨＩＮＪＵＫＵ 神奈川県 くまざわ書店　相模大野店
北海道 イオン　余市店 東京都 メロンブックス　新宿店 神奈川県 有隣堂　藤沢店
北海道 イオン　静内店 東京都 書泉芳林堂書店　高田馬場店 神奈川県 未来屋書店　秦野店
青森県 未来屋書店　十和田店 東京都 三省堂書店　有楽町店 神奈川県 三省堂書店　海老名店
宮城県 くまざわ書店　エスパル仙台店 東京都 有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店 新潟県 メロンブックス　新潟店
宮城県 喜久屋書店　仙台店 東京都 ゲーマーズ　秋葉原本店 新潟県 未来屋書店　新発田店
宮城県 メロンブックス　仙台店 東京都 メロンブックス　秋葉原店 山梨県 ブックセンターよむよむ　フレスポ甲府東店
宮城県 ヤマト屋書店　仙台長命ヶ丘店 東京都 書泉ブックタワー 長野県 メロンブックス　長野店
宮城県 八文字屋書店 東京都 書泉グランデ 岐阜県 未来屋書店　各務原店
秋田県 未来屋書店　秋田店 東京都 メロンブックス　蒲田店 静岡県 柏屋書店
秋田県 未来屋書店　大曲店 東京都 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＨＩＢＵＹＡ 静岡県 メロンブックス　静岡店
山形県 こまつ書店　寿町本店 東京都 明屋書店　中野ブロードウェイ店 静岡県 マルサン書店　駅北店
茨城県 メロンブックス　水戸店 東京都 文禄堂　荻窪店 静岡県 大垣書店　イオンモール富士宮店
茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店 東京都 オリオン書房　上石神井店 静岡県 あおい書店　富士コミック館

静岡県 戸田書店　掛川西郷店 大阪府 アシーネ　吹田店 徳島県 カルチャーシティ平惣　川内店
愛知県 未来屋書店　名西店 大阪府 大垣書店　高槻店 徳島県 ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店
愛知県 星野書店　近鉄パッセ店 大阪府 未来屋書店　大日店 徳島県 カルチャーシティ平惣　羽ノ浦国道店
愛知県 メロンブックス　名古屋店 大阪府 アシーネ　古川橋駅前店 徳島県 平惣　小松島店
愛知県 ゲーマーズ　名古屋店 兵庫県 大垣書店　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店 徳島県 カルチャーシティ平惣　阿南センター店
愛知県 未来屋書店　名古屋茶屋店 兵庫県 メロンブックス　神戸店 香川県 未来屋書店　綾川店
愛知県 未来屋書店　名古屋東店 兵庫県 未来屋書店　塚口店 愛媛県 明屋書店　ＭＥＧＡ平田店
愛知県 精文館書店　本店コミック館 兵庫県 未来屋書店　東山店 愛媛県 明屋書店　石井店
愛知県 メロンブックス　豊橋店 兵庫県 未来屋書店　土山店 愛媛県 メロンブックス　松山店
愛知県 あおい書店　半田店 和歌山県 アシーネ　田辺店 愛媛県 明屋書店　今治本店
愛知県 本の王国　安城店 鳥取県 未来屋書店　日吉津店 愛媛県 明屋書店　喜田村店
愛知県 本の王国　知多イトーヨーカドー店 岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大安寺店 愛媛県 明屋書店　ＭＥＧＡ西の土居店



三重県 本の王国　松阪川井町店 岡山県 三省堂書店　岡山駅店 愛媛県 明屋書店　川之江店
京都府 ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店 岡山県 未来屋書店　岡山店 福岡県 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＨＡＫＡＴＡ
京都府 大垣書店　烏丸三条店 岡山県 ツタヤブックストア　岡山駅前 福岡県 ジュンク堂書店　福岡店
京都府 メロンブックス　京都店 岡山県 アニメイト　岡山店 福岡県 メロンブックス　福岡天神店
京都府 大垣書店　京都駅ビル　ザ・キューブ店 岡山県 紀伊國屋書店　クレド岡山店 福岡県 メロンブックス　小倉店
京都府 大垣書店　京都ヨドバシ店 岡山県 啓文社　岡山本店 熊本県 メロンブックス　熊本店
京都府 大垣書店　イオンモール京都桂川店 岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ平井店 大分県 明屋書店　高城店
京都府 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店 岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　新古新田店 大分県 明屋書店　日田店
京都府 大垣書店　イオンモール京都五条店 岡山県 ブックプラザＡＺ　茶屋町店 沖縄県 リウボウブックセンター店
大阪府 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 岡山県 喜久屋書店　倉敷店 沖縄県 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＯＫＩＮＡＷＡ
大阪府 メロンブックス　梅田店 岡山県 津山ブックセンター 沖縄県 戸田書店　豊見城店
大阪府 くまざわ書店　なんばパークス店 岡山県 津山ブックセンター　イオン店 沖縄県 未来屋書店　沖縄ライカム店
大阪府 メロンブックス　大阪日本橋店 岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ玉野店
大阪府 メロンブックス　大阪日本橋２号店 岡山県 津山ブックセンター　真庭店
大阪府 旭屋書店　なんばＣＩＴＹ店 広島県 メロンブックス　広島店
大阪府 ジュンク堂書店　天満橋店 山口県 明屋書店　ＭＥＧＡ大内店
大阪府 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＨＩＮＳＡＩＢＡＳＨＩ 山口県 明屋書店　ＭＥＧＡ新下関店
大阪府 リブロ　新大阪店 山口県 明屋書店　光店


