
 都道府県  書 店 名

 通販  コミックとらのあな通信販売部

 通販  メロンブックス通信販売部

 北海道  旭川冨貴堂末広店

 北海道  文教堂書店新札幌ＤＵＯ店

 北海道  文教堂札幌大通駅店

 北海道  文教堂書店函館昭和店

 北海道  アシーネ麻生店

 北海道  未来屋書店名寄店

 北海道  ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店札幌店

 北海道  ゲーマーズ札幌店

 北海道  アニメイト札幌店

 北海道  メロンブックス札幌店

 青森  ＴＳＵＴＡＹＡ弘前樹木店

 岩手  ブックスアメリカン北上店

 岩手  未来屋書店矢巾店

 宮城  ジュンク堂書店盛岡店

 宮城  喜久屋書店仙台店

 宮城  アニメイト仙台店

 宮城  未来屋書店富谷店

 宮城  未来屋書店新利府北館店

 宮城  未来屋書店新利府南館店

 宮城  未来屋書店仙台中山店

 宮城  未来屋書店石巻店

 宮城  丸善仙台アエル店

 宮城  宮脇書店佐沼店

 宮城  ヴィレッジヴァンガードイオン新利府北館

 宮城  ゲーマーズ仙台店

 宮城  メロンブックス仙台店

 秋田  ミライア本荘店

 秋田  宮脇書店秋田本店

 山形  未来屋書店三川店

 山形  戸田書店三川店

 福島  岩瀬書店富久山店プラスゲオ

 福島  ＴＳＵＴＡＹＡ船引店



 都道府県  書 店 名

 福島  ブックエースイオンモールいわき小名浜店

 福島  ブックエース植田店

 福島  ブックエース小名浜店

 福島  ブックエース上荒川店

 福島  ジュンク堂書店郡山店

 福島  岩瀬書店八木田店プラスゲオ

 茨城  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ東店

 茨城  ＴＳＵＴＡＹＡピアシティ石岡店

 茨城  ブックエース見和店

 茨城  ブックエース茨大前店

 茨城  ブックエース酒門店

 茨城  ブックエース勝田東石川店

 茨城  川又書店県庁店

 茨城  川又書店エクセル店

 茨城  ブックエース日立鮎川店

 茨城  ブックエース坂東店

 茨城  ブックエース下妻店

 茨城  ブックエース下館店

 茨城  ブックエース総和店

 茨城  ブックエース結城店

 茨城  ブックエース東海店

 茨城  ブックエース新取手店

 茨城  ブックエースツタヤイオンタウン水戸南店

 茨城  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたち野うしく店

 茨城  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたちなか店

 茨城  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ古河店

 茨城  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ新那珂店

 茨城  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ鹿島店

 茨城  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ守谷店

 茨城  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ新常陸大宮店

 茨城  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ下館店

 茨城  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯつくば店

 茨城  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ水戸笠原店

 茨城  蔦屋書店龍ケ崎店



 都道府県  書 店 名

 茨城  メロンブックス水戸店

 栃木  喜久屋書店宇都宮店

 栃木  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ新足利店

 栃木  宮脇書店イオンタウン佐野店

 栃木  ビッグワン竹林店

 栃木  メロンブックス宇都宮店

 群馬  くまざわ書店高崎店

 群馬  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ富岡店

 群馬  蔦屋書店伊勢崎宮子店

 群馬  未来屋書店高崎店

 群馬  戸田書店高崎店

 群馬  戸田書店前橋本店

 群馬  メロンブックス高崎店

 埼玉  紀伊國屋書店さいたま新都心店

 埼玉  アニメイトモラージュ菖蒲店

 埼玉  金子書店八潮店

 埼玉  フタバ図書ツタヤＧＩＧＡ大宮店

 埼玉  ブックエース春日部１６号線店

 埼玉  ブックエース杉戸店

 埼玉  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ越谷店

 埼玉  文教堂書店川口駅店

 埼玉  リブロららぽーと富士見店

 埼玉  未来屋書店入間店

 埼玉  ジュンク堂書店大宮高島屋店

 埼玉  戸田書店熊谷店

 埼玉  丸善桶川店

 埼玉  宮脇書店鴻巣店

 埼玉  リブロ狭山ヶ丘店

 埼玉  ゲーマーズ大宮店

 埼玉  ＴＳＵＴＡＹＡ春日部店

 埼玉  ツタヤブックストア朝霞台店

 埼玉  メロンブックス大宮店

 千葉  紀伊國屋書店セブンパークアリオ柏店

 千葉  アニメイト津田沼店



 都道府県  書 店 名

 千葉  ＴＳＵＴＡＹＡ市原五井店

 千葉  アニメイト柏店

 千葉  博文堂書店君津店

 千葉  ブックエース成田赤坂店

 千葉  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ八街店

 千葉  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ成東店

 千葉  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ旭店

 千葉  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ茂原店

 千葉  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ千葉ニュータウン店

 千葉  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ富里店

 千葉  未来屋書店新浦安店

 千葉  未来屋書店木更津店

 千葉  未来屋書店津田沼店

 千葉  未来屋書店成田店

 千葉  ゲーマーズ津田沼店

 千葉  ＴＳＵＴＡＹＡ二十世紀ケ丘店

 千葉  ＴＳＵＴＡＹＡ柏駅前店

 千葉  メロンブックス柏店

 千葉  メロンブックス千葉店

 東京  啓文堂書店吉祥寺店

 東京  アニメイト新宿店

 東京  アニメイト蒲田店

 東京  ＳＨＩＢＵＹＡＴＳＵＴＡＹＡ

 東京  有隣堂ヨドバシＡＫＩＢＡ店

 東京  アニメイト池袋本店

 東京  文教堂書店二子玉川店

 東京  文教堂書店赤羽店

 東京  文教堂書店西台店

 東京  ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳＳＰＯＴ新宿

 東京  ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳＳＨＩＢＵＹＡ

 東京  ジュンク堂書店池袋本店

 東京  ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店渋谷店

 東京  ジュンク堂書店大泉学園店

 東京  オリオン書房ノルテ店



 都道府県  書 店 名

 東京  オリオン書房ルミネ立川店

 東京  オリオン書房イオンモールむさし村山店

 東京  ゲーマーズ町田店

 東京  ゲーマーズ秋葉原本店

 東京  紀伊國屋書店新宿本店

 東京  啓文堂書店府中本店

 東京  書泉ブックタワー

 東京  三省堂書店有楽町店

 東京  ジュンク堂書店立川高島屋店

 東京  アニメイト立川店

 東京  アニメイト秋葉原本館

 東京  くまざわ書店コミックランドビーワン八王子

 東京  メロンブックス秋葉原店

 東京  メロンブックス八王子店

 東京  メロンブックス蒲田店

 東京  メロンブックス池袋店

 東京  メロンブックス新宿店

 東京  メロンブックス立川店

 神奈川  ブックポート２０３大和店

 神奈川  三省堂書店海老名店

 神奈川  アニメイト川崎店

 神奈川  アニメイト本厚木店

 神奈川  有隣堂横浜駅西口店

 神奈川  伊勢原書店城山店

 神奈川  くまざわ書店横須賀店

 神奈川  アニメイト横浜ビブレ

 神奈川  アニメイトマルイファミリー海老名店

 神奈川  文教堂書店中山とうきゅう店

 神奈川  文教堂横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店

 神奈川  文教堂書店Ｒ４１２店

 神奈川  伊勢原書店秦野店

 神奈川  未来屋書店相模原店

 神奈川  未来屋書店秦野店

 神奈川  ヴィレッジヴァンガード本厚木ミロード店



 都道府県  書 店 名

 神奈川  ゲーマーズ横浜店

 神奈川  ゲーマーズオンラインショップ

 神奈川  ツタヤブックストア川崎駅前店

 神奈川  メロンブックス横浜店

 新潟  メロンブックス新潟店

 富山  喜久屋書店高岡店

 石川  アニメイト金沢店

 石川  ヴィレッジヴァンガードイオンモール白山

 石川  うつのみや小松城南店

 山梨  朗月堂本店

 山梨  未来屋書店甲府昭和店

 山梨  ジュンク堂書店岡島甲府店

 長野  平安堂更埴店

 長野  平安堂上田しおだ野店

 長野  文教堂ＪＯＹ松本店

 長野  平安堂佐久インターウェーブ店

 長野  平安堂諏訪店

 長野  蔦屋書店佐久野沢店

 長野  蔦屋書店諏訪中洲店

 長野  平安堂若槻店

 岐阜  ＴＳＵＴＡＹＡ大垣店

 岐阜  ツタヤブックストアカラフルタウン岐阜店

 岐阜  丸善岐阜店

 静岡  あおい書店（らくだ）富士コミック館

 静岡  ＴＳＵＴＡＹＡ静岡西脇店

 静岡  谷島屋浜松本店

 静岡  戸田書店富士宮店

 静岡  谷島屋パルシェ店

 静岡  アニメイト沼津店

 静岡  メロンブックス静岡店

 愛知  ジュンク堂書店名古屋栄店

 愛知  あおい書店（らくだ）西尾店

 愛知  アニメイト名古屋パルコ

 愛知  三洋堂書店豊川店



 都道府県  書 店 名

 愛知  アニメイト豊田店

 愛知  三洋堂書店知立店

 愛知  アニメイト豊橋店

 愛知  三洋堂書店新開橋店

 愛知  星野書店近鉄パッセ店

 愛知  未来屋書店新瑞橋店

 愛知  未来屋書店守山店

 愛知  未来屋書店有松店

 愛知  未来屋書店豊橋南店

 愛知  未来屋書店豊川店

 愛知  未来屋書店名古屋東店

 愛知  未来屋書店名古屋茶屋店

 愛知  丸善アピタ知立店

 愛知  丸善イオンタウン千種店

 愛知  丸善豊田Ｔ－ＦＡＣＥ店

 愛知  宮脇書店刈谷店

 愛知  ヴィレッジヴァンガードイオンモール大高

 愛知  ヴィレッジヴァンガードイオン熱田店

 愛知  ヴィレッジヴァンガードエアポートウォーク

 愛知  ゲーマーズ名古屋店

 愛知  ＴＳＵＴＡＹＡ岡崎インター店

 愛知  ＴＳＵＴＡＹＡ半田店

 愛知  ＴＳＵＴＡＹＡバロー戸田店

 愛知  ＴＳＵＴＡＹＡ春日井店

 愛知  ＴＳＵＴＡＹＡウイングタウン岡崎店

 愛知  ＴＳＵＴＡＹＡ瀬戸店

 愛知  ツタヤブックストア則武新町店

 愛知  精文館書店本店コミック館

 愛知  精文館書店新豊田店

 愛知  三洋堂書店こまき店

 愛知  紀伊國屋書店ｍｏｚｏワンダーシティ店

 愛知  メロンブックス名古屋店

 愛知  メロンブックス豊橋店

 三重  未来屋書店四日市北店



 都道府県  書 店 名

 三重  未来屋書店津南店

 三重  未来屋書店津城山店

 三重  宮脇書店四日市本店

 三重  ＴＳＵＴＡＹＡ四日市店

 三重  ＴＳＵＴＡＹＡ鈴鹿中央通店

 三重  ＴＳＵＴＡＹＡミタス伊勢店

 三重  ＴＳＵＴＡＹＡ伊勢上地店

 三重  岡森書店白鳳店

 滋賀  喜久屋書店草津店

 滋賀  ブックハウスひらがきＡスクエア店

 滋賀  ふたば書房野洲店

 滋賀  ジュンク堂書店滋賀草津店

 滋賀  宮脇書店近江八幡店

 滋賀  サンミュージックハイパーブックス水口店

 滋賀  サンミュージックハイパーブックス長浜

 滋賀  サンミュージック長浜店

 滋賀  サンミュージックハイパーブックス彦根

 滋賀  サンミュージック近江八幡店

 滋賀  サンミュージックハイパーブックス八日市

 滋賀  サンミュージック守山店

 滋賀  サンミュージックハイパーブックス駒井沢

 滋賀  サンミュージックＨＢかがやき通り店

 滋賀  ヴィレッジヴァンガードイオン近江八幡店

 滋賀  ＴＳＵＴＡＹＡＢＯＯＫＳＴＯＲＥ水口

 京都  丸善京都本店

 京都  平和書店らぽーる東舞鶴店

 京都  ふたば書房京都駅八条口店

 京都  ふたば書房紫野店

 京都  ふたば書房山科駅前店

 京都  ヴィレッジヴァンガードアルプラザ城陽店

 京都  メロンブックス京都店

 大阪  ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店梅田店

 大阪  アニメイト枚方店

 大阪  コミックランドヒバリヤ



 都道府県  書 店 名

 大阪  ＴＳＵＴＡＹＡあべの橋店

 大阪  アニメイトリノアス八尾店

 大阪  アニメイト大阪日本橋店

 大阪  未来屋書店りんくう泉南店

 大阪  アニメイト天王寺店

 大阪  未来屋書店四條畷店

 大阪  未来屋書店平野駅前店

 大阪  ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ心斎橋

 大阪  ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳＳＰＯＴ伊丹空港

 大阪  ふたば書房茨木店

 大阪  ジュンク堂書店大阪本店

 大阪  ジュンク堂書店天満橋店

 大阪  ジュンク堂書店難波店

 大阪  宮脇書店泉佐野店

 大阪  ヴィレッジヴァンガードイオンモール大日店

 大阪  ゲーマーズなんば店

 大阪  わんだーらんどなんば店

 大阪  メロンブックス大阪日本橋店

 大阪  メロンブックス梅田店

 兵庫  ジュンク堂書店西宮店

 兵庫  ジュンク堂書店神戸住吉店

 兵庫  ジュンク堂書店三宮店

 兵庫  ジュンク堂書店明石店

 兵庫  ＴＳＵＴＡＹＡ姫路飾磨店

 兵庫  未来屋書店東山店

 兵庫  未来屋書店氷上店

 兵庫  未来屋書店ジェームス山店

 兵庫  ふたば書房つかしん店

 兵庫  ＦＵＴＡＢＡ＋プリコ垂水店

 兵庫  ジュンク堂書店三宮駅前店

 兵庫  ジュンク堂書店舞子店

 兵庫  ジュンク堂書店姫路店

 兵庫  ヴィレッジヴァンガードイオンＭ姫路ＲＣ店

 兵庫  ゲーマーズ神戸三宮店



 都道府県  書 店 名

 兵庫  アニメイト川西店

 兵庫  メロンブックス神戸店

 奈良  三洋堂書店桜井店

 奈良  三洋堂書店香芝店

 和歌山  宮脇書店ロイネット和歌山店

 鳥取  宮脇書店イオンモール日吉津店

 鳥取  今井書店吉成コミック店

 鳥取  本の学校今井ブックセンター

 鳥取  ブックセンターコスモ出雲店

 岡山  ＴＳＵＴＡＹＡＡＺ岡南店

 岡山  啓文社岡山本店

 岡山  アニメイトイオンモール倉敷店

 岡山  ＴＳＵＴＡＹＡ山陽店

 岡山  喜久屋書店倉敷店

 岡山  宮脇書店邑久店

 岡山  宮脇書店連島店

 岡山  宮脇書店笹沖店

 岡山  ＴＳＵＴＡＹＡＡＺ平井店

 広島  アニメイト福山店

 広島  啓文社西条店

 広島  啓文社新浜店

 広島  啓文社コア神辺店

 広島  フタバ図書ツタヤアルティ福山店

 広島  フタバ図書ツタヤアルティアルパーク北棟

 広島  フタバ図書ツタヤＴＥＲＡ広島府中店

 広島  フタバ図書ツタヤＭＥＧＡ中筋店

 広島  フタバ図書ＴＳＵＴＡＹＡ広店

 広島  フタバ図書ツタヤＧＩＧＡ呉駅レクレ店

 広島  フタバ図書ＴＳＵＴＡＹＡ八本松店

 広島  フタバ図書ＴＳＵＴＡＹＡ五日市福屋店

 広島  フタバ図書ＴＳＵＴＡＹＡ海田店

 広島  フタバ図書ツタヤ可部センター店

 広島  フタバ図書ＴＳＵＴＡＹＡ大竹店

 広島  フタバ図書ＴＳＵＴＡＹＡ三次店



 都道府県  書 店 名

 広島  フタバ図書ＴＳＵＴＡＹＡ広大前店

 広島  フタバ図書ツタヤＧＩＧＡ上安店

 広島  フタバ図書ツタヤＧＩＧＡ祗園店

 広島  フタバ図書ツタヤＧＩＧＡ五日市店

 広島  フタバ図書ＴＳＵＴＡＹＡ横川店

 広島  啓文社イオン三原店

 広島  未来屋書店宇品店

 広島  啓文社コア福山西店

 広島  啓文社ポートプラザ店

 広島  アニメイト広島店

 広島  アニメイトフジグラン東広島店

 広島  メロンブックス広島店

 山口  アニメイトイオン防府店

 山口  フタバ図書ツタヤギガフレスタモール岩国

 山口  フタバ図書ツタヤＧＩＧＡ防府店

 徳島  カルチャーシティ平惣タクト店

 徳島  カルチャーシティ平惣田宮店

 徳島  カルチャーシティ平惣川内店

 徳島  ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣徳島店

 徳島  カルチャーシティ平惣羽ノ浦国道店

 徳島  カルチャーシティ平惣阿南センター店

 徳島  宮脇書店徳島本店

 香川  宮脇書店南本店

 香川  宮脇書店総本店

 香川  宮脇書店新国分寺店

 愛媛  明屋書店川之江店

 愛媛  明屋書店ＭＥＧＡ平田店

 愛媛  メロンブックス松山店

 福岡  福岡金文堂行橋店

 福岡  フタバ図書ツタヤＴＥＲＡイオン福岡店

 福岡  フタバ図書ツタヤＧＩＧＡ福岡春日店

 福岡  ブックセンタークエスト小倉本店

 福岡  未来屋書店福岡伊都店

 福岡  未来屋書店直方店



 都道府県  書 店 名

 福岡  未来屋書店福津店

 福岡  未来屋書店大牟田店

 福岡  未来屋書店八幡東店

 福岡  ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳＨＡＫＡＴＡ

 福岡  丸善博多店

 福岡  ヴィレッジヴァンガードＬＤゆめ久留米店

 福岡  ゲーマーズ博多店

 福岡  ゲーマーズ小倉店

 福岡  アニメイト福岡パルコ店

 福岡  メロンブックス福岡天神店

 福岡  メロンブックス小倉店

 長崎  ＴＳＵＴＡＹＡ長崎ＣＯＣＯＷＡＬＫ

 熊本  アニメイト熊本店

 熊本  蔦屋書店嘉島

 宮崎  未来屋書店宮崎店

 沖縄  ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳＯＫＩＮＡＷＡ

 沖縄  ジュンク堂書店那覇店


