
『ゴールデンカムイ』待望のＴＣＧ!?「ＴＯＧ-トレーディングオジサン-」配布書店さま一覧

番号 書店名 郵便番号 都道府県名 町名正称 建物名正称

ゲオ　札幌北３３条店 001-0033 北海道 札幌市北区北３３条西５－１２０－１

コーチャンフォー　新川通り店 001-0923 北海道 札幌市北区新川三条１８丁目１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　あいの里店 002-8071 北海道 札幌市北区あいの里一条６－２－２

宮脇書店　東札幌店 003-0003 北海道 札幌市白石区東札幌三条１－１－１ イーアス札幌Ａタウン１Ｆ

文教堂書店　札幌ルーシー店 003-0021 北海道 札幌市白石区栄通１８－５

蔦屋書店　南郷１３丁目店 003-0022 北海道 札幌市白石区南郷通１３丁目南５－１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌菊水店 003-0803 北海道 札幌市白石区菊水三条５－１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌インター店 003-0828 北海道 札幌市白石区菊水元町八条２－１

文教堂書店　新札幌ＤＵＯ店 004-0052 北海道 札幌市厚別区厚別中央二条５－６－２ ＤＵＯ１　４Ｆ

コーチャンフォー　美しが丘店 004-0811 北海道 札幌市清田区美しが丘一条５丁目２－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　美しが丘店 004-0813 北海道 札幌市清田区美しが丘三条４－１－１０

文教堂書店　北野店 004-0863 北海道 札幌市清田区北野三条２－１３－５５

宮脇書店　札幌平岡店 004-0873 北海道 札幌市清田区平岡三条５－３－１ イオン札幌平岡ＳＣ２Ｆ

くまざわ書店　手稲店 006-0811 北海道 札幌市手稲区前田一条１１丁目 西友手稲店２Ｆ

蔦屋書店　新道駅前店 007-0834 北海道 札幌市東区北三十四条東１６－１－１

文教堂書店　北４９条店 007-0849 北海道 札幌市東区北四十九条東８－３－５

文教堂書店　新道店 007-0870 北海道 札幌市東区伏古十条５－２－１

文教堂書店　函館テーオー店 040-0015 北海道 函館市梁川町１０－２５ テーオーデパート４Ｆ

くまざわ書店　函館店 040-0063 北海道 函館市若松町１７－１２ ボーニモリヤ　アネックス館５Ｆ

函館　蔦屋書店 041-0802 北海道 函館市石川町８５－１

アニメイト　函館店 041-0806 北海道 函館市美原１－４－３ エスポワール石沢３Ｆ

文教堂書店　函館昭和店 041-0812 北海道 函館市昭和１－２９－３ 函館昭和タウンプラザ内

くまざわ書店　函館ポールスター店 041-0821 北海道 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

三省堂書店　函館営業所川原店 041-0844 北海道 函館市川原町４－１８

文教堂書店　湯ノ川店 042-0932 北海道 函館市湯川町１－３４－１５ コープ湯川店２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　倶知安店 044-0031 北海道 虻田郡倶知安町南一条西１－２７

ＴＳＵＴＡＹＡ　余市店 046-0003 北海道 余市郡余市町黒川町８－４９－１

喜久屋書店　小樽店 047-0008 北海道 小樽市築港１１－５ ウイングベイ小樽５番街２Ｆ

ゲオ　小樽店 047-0015 北海道 小樽市住吉町２－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　小樽店 047-0032 北海道 小樽市稲穂５－１０－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　室蘭店 050-0075 北海道 室蘭市中島本町１－１－６ ＭＯＲＵＥ中島Ｄ棟

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　苫小牧店 053-0021 北海道 苫小牧市若草町１－７－１４

くまざわ書店　苫小牧店 053-0033 北海道 苫小牧市木場町１－６－１ ＭＥＧＡドンキホーテ苫小牧店１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧三光店 053-0042 北海道 苫小牧市三光町５－２６－３９

ＴＳＵＴＡＹＡ　登別店 059-0028 北海道 登別市富岸町２－１３－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧バイパス店 059-1261 北海道 苫小牧市ときわ町６－２３－３０

文教堂書店　さっぽろ駅店 060-0004 北海道 札幌市中央区北四条西４－１ 札幌国際ビルＢ３Ｆ

三省堂書店　札幌店 060-0005 北海道 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

文教堂　札幌大通駅店 060-0061 北海道 札幌市中央区南一条西４ 日之出ビルＢ１Ｆ・Ｂ２Ｆ

アニメイト　札幌店 060-0062 北海道 札幌市中央区南二条西１－５ 丸大ビル２Ｆ

なにわ書房　東光ストア北広島店 061-1133 北海道 北広島市栄町１－２－１ 東光ストア北広島店１Ｆ

レッドゾーンプライス文教堂　西岡店 062-0033 北海道 札幌市豊平区西岡三条５－５－３

コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店 062-0921 北海道 札幌市豊平区中の島一条１３－１－１

文教堂書店　西野３条店 063-0033 北海道 札幌市西区西野三条４－８

なにわ書房　西友西町店 063-0062 北海道 札幌市西区西町南６－１ 西友西町店２Ｆ

文教堂書店　琴似駅前店 063-0812 北海道 札幌市西区琴似二条１－１－２０

ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌琴似店 063-0814 北海道 札幌市西区琴似四条１－１

なにわ書房　マルヤマクラス店 064-0801 北海道 札幌市中央区南一条西２７－１－１ ｍａｒｕｙａｍａ　ｃｌａｓｓ２Ｆ

文教堂書店　札幌すすきの店 064-0804 北海道 札幌市中央区南四条西４－１ 札幌ラフィラ５Ｆ

なにわ書房　東光ストア円山店 064-0821 北海道 札幌市中央区北一条西２４－４ 東光ストア円山店２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　宮の森店 064-0823 北海道 札幌市中央区北三条西２８－１－５

なにわ書房　東光ストア行啓通店 064-0914 北海道 札幌市中央区南十四条西９－１－１５ 東光ストア行啓通店

文教堂書店　宮の森店 064-0953 北海道 札幌市中央区宮の森三条１－５－３５

宮脇書店　札幌元町店 065-0031 北海道 札幌市東区北三十一条東１５丁目１－１ イオン札幌元町ショッピングセンター３Ｆ

くまざわ書店　アリオ札幌店 065-8518 北海道 札幌市東区北７条東９－２－２０ アリオ札幌３Ｆ

アニメイト　新千歳空港店 066-0012 北海道 千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル４Ｆ

文教堂書店　新千歳空港店 066-0012 北海道 千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　サーモンパーク店 066-0021 北海道 千歳市東郊１－４－１－３

文教堂書店　千歳店 066-0062 北海道 千歳市千代田町７－１７８９－３ ペウレ千歳３Ｆ

ゲオ　千歳駅前店 066-0062 北海道 千歳市千代田町６－１２

ＴＳＵＴＡＹＡ　岩見沢店 068-0010 北海道 岩見沢市十条東１－１－１

ジュンク堂書店　旭川店 070-0031 北海道 旭川市１条通８－１０８ フィール旭川内

アニメイト　旭川店 070-0032 北海道 旭川市２条通７－２２７－１ マルカツデパート４Ｆ

くまざわ書店　旭川店 070-0036 北海道 旭川市６条通１４－６４ イトーヨーカドー旭川店Ｂ１Ｆ

くまざわ書店　東神楽店 071-1523 北海道 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

ＴＳＵＴＡＹＡ　滝川店 073-0033 北海道 滝川市新町２－１０－１５

ＴＳＵＴＡＹＡ　深川店 074-0005 北海道 深川市五条２０－１

宮脇書店　旭川豊岡店 078-8231 北海道 旭川市豊岡１条４－３－１１

コーチャンフォー　旭川店 078-8391 北海道 旭川市宮前１条２－４－１ 北彩都あさひかわ

ＴＳＵＴＡＹＡ　旭川永山店 079-8413 北海道 旭川市永山３条９－１

くまざわ書店　帯広店 080-0014 北海道 帯広市西四条南２０－１ イオン帯広店２Ｆ

喜久屋書店　帯広店 080-0014 北海道 帯広市西四条南１２－３ 長崎屋帯広店４Ｆ

くまざわ書店　帯広藤丸店 080-8677 北海道 帯広市西二条南８－１ 藤丸デパート６Ｆ

リラィアブルブックス　ルート３８号店 084-0906 北海道 釧路市鳥取大通９－２

コーチャンフォー　釧路店 085-0813 北海道 釧路市春採７－１－２４

くまざわ書店　中標津店 086-1100 北海道 標津郡中標津町字中標津６－１１ 東武サウスヒルズ１Ｆ

リラィアブルブックス　根室店 087-0022 北海道 根室市昭和町４－４７

アニメイト　イオン釧路店 088-0621 北海道 釧路郡釧路町桂木１－１－７ イオン釧路２Ｆ

くまざわ書店　釧路店 088-0621 北海道 釧路郡釧路町桂木１－１－７ イオン釧路店２Ｆ

リラィアブルブックス　運動公園通り店 088-0621 北海道 釧路郡釧路町桂木３－８

コーチャンフォー　北見店 090-0012 北海道 北見市並木町５２１－４

ひかりや書店　美幌店 092-0027 北海道 網走郡美幌町稲美８９－１２

※先着順となりますので、なくなり次第終了となります。
※ＴＯＧの到着時期および配布方法は書店さまによって異なります。予めご了承ください。



ひかりや書店 093-0035 北海道 網走市駒場南８－８７

いけだ書店　士別店 095-0019 北海道 士別市大通東１６－３１４３ 西條新士別店２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　遠軽店 099-0404 北海道 紋別郡遠軽町大通北４－２－８

くまざわ書店　青森店 030-0843 青森県 青森市浜田１－１４－１ イトーヨーカ堂青森店１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店 030-0847 青森県 青森市東大野２－８－４

アニメイト　青森店 030-0862 青森県 青森市古川１－１４－５ フクシスポーツビル４Ｆ

宮脇書店　青森店 030-0915 青森県 青森市小柳５－１９－１５

アニメイト　八戸店 031-0042 青森県 八戸市十三日町１６ チーノはちのへ４Ｆ

くまざわ書店　八戸店 031-0071 青森県 八戸市沼館４－７－１１１ イトーヨーカドー八戸沼館店１Ｆ

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　十和田店 034-0003 青森県 十和田市元町東１－６－２３

ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田店 034-0032 青森県 十和田市東四番町５－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　むつ店 035-0073 青森県 むつ市中央２－１１－３

くまざわ書店　弘前店 036-8002 青森県 弘前市駅前３－２－１ イトーヨーカドー弘前店５Ｆ

アニメイト　弘前店 036-8003 青森県 弘前市駅前町９－２０ ＨＩＲＯＲＯ４Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前店 036-8084 青森県 弘前市高田２－１－１

宮脇書店　さくら野弘前店 036-8092 青森県 弘前市城東北３－１０－１ さくら野百貨店３Ｆ

ジュンク堂書店　弘前中三店 036-8182 青森県 弘前市土手町４９－１ 中三弘前６Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前樹木店 036-8228 青森県 弘前市樹木５－９－１

くまざわ書店　五所川原店 037-0004 青森県 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

ＴＳＵＴＡＹＡ　五所川原店 037-0036 青森県 五所川原市中央６－６１

宮脇書店　青森本店 038-0012 青森県 青森市柳川１－２－３

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つがる柏店 038-3103 青森県 つがる市柏上古川字幾山３５９－５

文教堂書店　つがる柏店 038-3107 青森県 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

文教堂書店　八戸駅店 039-1101 青森県 八戸市尻内町字舘田２－２ 八戸駅ビル内

ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ニュータウン店 039-1111 青森県 八戸市東白山台１－１－３５

ジュンク堂書店　盛岡店 020-0022 岩手県 盛岡市大通２－８－１４ ＭＯＳＳビル３Ｆ・４Ｆ

アニメイト　盛岡店 020-0034 岩手県 盛岡市盛岡駅前通７－１２ はちや盛岡駅前ビル２Ｆ

蔦屋書店　盛岡店 020-0866 岩手県 盛岡市本宮４－４０－２０

ＴＳＵＴＡＹＡ　一関中央店 021-0007 岩手県 一関市上日照２－３

ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店 021-0055 岩手県 一関市山目泥田７－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　水沢店 023-0003 岩手県 奥州市水沢区佐倉河慶徳８７

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　奥州水沢店 023-0003 岩手県 奥州市水沢区佐倉河羽黒田６２－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　花巻店 025-0016 岩手県 花巻市高木第１６地割６８－６ 銀河モール内

宮脇書店　久慈店 028-0041 岩手県 久慈市長内町２７－３１－１

宮脇書店　盛岡渋民店 028-4132 岩手県 盛岡市玉山区渋民鶴飼２０－１

宮脇書店　一関店 029-0131 岩手県 一関市狐禅寺石ノ瀬１１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台駅前店 980-0021 宮城県 仙台市青葉区中央３－７－１

アニメイト　仙台店 980-0021 宮城県 仙台市青葉区中央４－１－１ 仙台駅前イービーンズ７Ｆ

くまざわ書店　エスパル仙台店 980-0021 宮城県 仙台市青葉区中央１－１－１ エスパル仙台　本館３Ｆ

文教堂　ＪＯＹ仙台ロフト店 980-0021 宮城県 仙台市青葉区中央１－１０－１０ 仙台ロフト７Ｆ

喜久屋書店　仙台店 980-0021 宮城県 仙台市青葉区中央４－１－１ イービーンズ５・６Ｆ

丸善　仙台アエル店 980-6101 宮城県 仙台市青葉区中央１－３－１ ＡＥＲ　１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　北仙台店 981-0913 宮城県 仙台市青葉区昭和町６－１０

ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台南店 981-1222 宮城県 名取市上余田字千刈田３０８

蔦屋書店　仙台泉店 981-3137 宮城県 仙台市泉区大沢２－１２－４

ＴＳＵＴＡＹＡ　富谷大清水店 981-3329 宮城県 富谷市大清水２－１３－１

蔦屋書店　アクロスプラザ富沢西店 982-0033 宮城県 仙台市太白区富田京ノ北７２－１

宮脇書店　仙台鈎取店 982-0805 宮城県 仙台市太白区鈎取本町１－２１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　田子店 983-0021 宮城県 仙台市宮城野区田子２－４１－３０

ＴＳＵＴＡＹＡ　ヨークタウン新田東店 983-0039 宮城県 仙台市宮城野区新田東３－１－５ ヨークタウン内

宮脇書店　仙台卸町店 984-0015 宮城県 仙台市若林区卸町1丁目1-1

ＴＳＵＴＡＹＡ　やまとまち店 984-0821 宮城県 仙台市若林区中倉３－１７－５０

蔦屋書店　多賀城市立図書館 985-0873 宮城県 多賀城市　中央２－４－３

ＴＳＵＴＡＹＡ　涌谷店 987-0144 宮城県 遠田郡涌谷町砂田前２８２

宮脇書店　佐沼店 987-0404 宮城県 登米市南方町新島前４６－１ イオンタウン佐沼内

ＴＳＵＴＡＹＡ　築館店 987-2272 宮城県 栗原市築館留場桜１０－５

ＴＳＵＴＡＹＡ　岩沼店 989-2412 宮城県 名取市堀内６８

ＴＳＵＴＡＹＡ　愛子店 989-3122 宮城県 仙台市青葉区栗生７－４－６

ＴＳＵＴＡＹＡ　大崎古川店 989-6136 宮城県 大崎市古川穂波３－４－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　古川バイパス店 989-6223 宮城県 大崎市古川城西１５

アニメイト　秋田店 010-0001 秋田県 秋田市中通２－８－１ フォンテＡＫＩＴＡ　Ｂ１

宮脇書店　秋田本店 010-0001 秋田県 秋田市中通２－８－１ フォンテＡＫＩＴＡ５Ｆ

宮脇書店　イオン秋田中央店 010-0029 秋田県 秋田市楢山川口境５－１１ イオン秋田中央店３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　広面店 010-0041 秋田県 秋田市広面近藤堰越６３－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　中野店 010-0146 秋田県 秋田市下新城中野琵琶沼３８４－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　川尻店 010-0941 秋田県 秋田市川尻町中島２－４０

ＴＳＵＴＡＹＡ　仁井田店 010-1421 秋田県 秋田市仁井田本町５－１－２０

ＴＳＵＴＡＹＡ　湯沢店 012-0032 秋田県 湯沢市元清水４－３－２４

ＴＳＵＴＡＹＡ　横手店 013-0043 秋田県 横手市安田向田１７９－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　大仙店 014-0044 秋田県 大仙市戸蒔字東８９

ＴＳＵＴＡＹＡ　由利本荘店 015-0851 秋田県 由利本荘市中梵天１２４

ＴＳＵＴＡＹＡ　能代店 016-0186 秋田県 能代市下野３２－５

ＴＳＵＴＡＹＡ　大館店 017-0046 秋田県 大館市清水２－１－７３

宮脇書店　五城目店 018-1723 秋田県 南秋田郡五城目町上樋口字熊野堂５７－１

アニメイト　山形店 990-0039 山形県 山形市香澄町３－２－１ 山交ビル２Ｆ

くまざわ書店　山形店 990-0039 山形県 山形市香澄町１－１－１ エスパル山形５Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　寒河江店 991-0041 山形県 寒河江市寒河江横道６５－１

宮脇書店　イオン米沢店 992-0044 山形県 米沢市春日２－１３－４ イオン米沢店１Ｆ

くまざわ書店　鶴岡店 997-0031 山形県 鶴岡市錦町２－２１ Ｓ－ＭＡＬＬ２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　東根店 999-3720 山形県 東根市さくらんぼ駅前２－１６－２５

くまざわ書店　福島店 960-0112 福島県 福島市南矢野目西荒田５０－１７ イオン福島３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　川俣店 960-1406 福島県 伊達郡川俣町鶴沢字鶴東６２

アニメイト　福島店 960-8031 福島県 福島市栄町１－１ エスパル福島４Ｆ

くまざわ書店　福島エスパル店 960-8031 福島県 福島市栄町１－１ エスパル福島店２Ｆ

みどり書房　福島南店 960-8153 福島県 福島市黒岩字浜井場２４－１

みどり書房　白河店 961-0054 福島県 白河市北中川原１６１－１

くまざわ書店　須賀川店 962-0837 福島県 須賀川市高久田境９６－１ メガステージ須賀川１Ｆ

レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　須賀川東店 962-0852 福島県 須賀川市仲の町４０－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　船引店 963-4312 福島県 田村市船引町船引字川代７８

レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　棚倉店 963-5663 福島県 東白川郡棚倉町流字餅田５－１



アニメイト　郡山店 963-8002 福島県 郡山市駅前１－１６－７ ＡＴｉ郡山店８Ｆ

くまざわ書店　郡山店 963-8003 福島県 郡山市燧田１９５ エスパル郡山店３Ｆ

くまざわ書店　郡山エキナカ店 963-8003 福島県 郡山市燧田１９５ 郡山駅構内２Ｆ

みどり書房　イオンタウン店 963-8812 福島県 郡山市松木町２－８８

レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　滝沢店 965-0003 福島県 会津若松市一箕町八幡字牛ヶ墓７－１

レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　会津アピオ店 965-0059 福島県 会津若松市インター西１１８

くまざわ書店　会津若松店 965-0858 福島県 会津若松市神指町南四合幕内南１５４ アピタ会津若松店２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　喜多方西店 966-0096 福島県 喜多方市押切南２－４２－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　本宮店 969-1101 福島県 本宮市高木字平内７７

みどり書房　二本松店 969-1404 福島県 二本松市油井字福岡１３３－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　坂下店 969-6551 福島県 河沼郡会津坂下町舘ノ下１８

アニメイト　いわき店 970-8026 福島県 いわき市平三倉６８－１ イオンいわき店３Ｆ

ブックエース　上荒川店 970-8034 福島県 いわき市平上荒川島田５

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　小名浜店 971-8101 福島県 いわき市小名浜東田７０－１

ブックエース　イオンモールいわき小名浜店 971-8101 福島県 いわき市いわき都市計画小名浜港背後地 震災復興土地区画整理事業地内４Ｆ

ブックエース　小名浜店 971-8124 福島県 いわき市小名浜住吉字花木内１－１

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　いわき鹿島店 971-8141 福島県 いわき市鹿島町走熊西反町２

ブックエース　内郷店 973-8403 福島県 いわき市内郷綴町柴崎４６－１

ブックエース　植田店 974-8212 福島県 いわき市東田町２－１０－６

ＴＳＵＴＡＹＡ　南相馬店 975-0061 福島県 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

ＴＳＵＴＡＹＡ　神立店 300-0016 茨城県 土浦市中神立町１８－２

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　江戸崎店 300-0508 茨城県 稲敷市佐倉３３２６－１

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店 300-0726 茨城県 稲敷市西代２８６８－１

アニメイト　イオンモール土浦店 300-0811 茨城県 土浦市上高津３６７ イオンモール土浦３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　荒川沖店 300-0842 茨城県 土浦市西根南１－１－８

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店 300-1207 茨城県 牛久市ひたち野東４３－１

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ石下店 300-2706 茨城県 常総市新石下１６４１

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大穂店 300-3257 茨城県 つくば市筑穂１－９－２

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　龍ケ崎店 301-0044 茨城県 龍ケ崎市小柴１－７

蔦屋書店　龍ケ崎店 301-0854 茨城県 龍ケ崎市中里２－１－２

くまざわ書店　取手店 302-0014 茨城県 取手市中央町２－５ 取手駅構内取手ボックスヒル３Ｆ

ブックエース　新取手店 302-0021 茨城県 取手市寺田字佃４７１８－９

宮脇書店　取手本店 302-0024 茨城県 取手市新町１－９ リボンとりで４Ｆ

フタバ図書　ＴＥＲＡ守谷店 302-0110 茨城県 守谷市百合ケ丘３－２４９－１

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店 302-0127 茨城県 守谷市松ケ丘６－６－１

ブックエース　下妻店 304-0062 茨城県 下妻市下妻戊１１５－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば 305-0034 茨城県 つくば市小野崎字千駄苅２７８－１ ＬＡＬＡガーデンつくば１Ｆ

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店 305-0817 茨城県 つくば市研究学園５－１９ イーアスつくば３Ｆ

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店 305-0817 茨城県 つくば市研究学園７－５４－１

宮脇書店　ヨーカドー古河店 306-0004 茨城県 古河市雷電町１－１８ イトーヨーカドー古河店２Ｆ

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　古河店 306-0231 茨城県 古河市小堤新割１４９０－１

ブックエース　総和店 306-0234 茨城県 古河市上辺見５４９－２

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　境ＦｉＳＳ店 306-0433 茨城県 猿島郡境町１１５６－１

ブックエース　坂東店 306-0632 茨城県 坂東市辺田１１０４－１ ヨークタウン坂東内

ブックエース　結城店 307-0052 茨城県 結城市中央町１－４－６

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店 308-0052 茨城県 筑西市菅谷石堀１５１３

ブックエース　下館店 308-0827 茨城県 筑西市市野辺２２３－１

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新岩瀬店 309-1216 茨城県 桜川市明日香１－６

川又書店　笠間店 309-1616 茨城県 笠間市赤坂８ 笠間ショッピングセンターポレポレ内

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ友部店 309-1717 茨城県 笠間市旭町旭平３９４－３

アニメイト　水戸店 310-0015 茨城県 水戸市宮町１－２－４ マイムビルＢ１Ｆ

川又書店　水戸駅プラムストリート店 310-0015 茨城県 水戸市宮町１－１－１ 水戸駅プラムストリート

川又書店　エクセル店 310-0015 茨城県 水戸市宮町１－１－１ 水戸ステーションビルエクセル５Ｆ

丸善　水戸京成店 310-0026 茨城県 水戸市泉町１－６－１ 京成百貨店８Ｆ

ブックエース　酒門店 310-0841 茨城県 水戸市酒門町１９２９－１

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店 310-0852 茨城県 水戸市笠原町４７７－２

川又書店　県庁店 310-0852 茨城県 水戸市笠原町９７８－２５ 茨城県開発公社ビル１Ｆ

ブックエース　茨大前店 310-0903 茨城県 水戸市堀町１０９４－７

ブックエース　見和店 310-0911 茨城県 水戸市見和１－３１７－２

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新那珂店 311-0105 茨城県 那珂市菅谷２４３１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　那珂湊店 311-1235 茨城県 ひたちなか市田中後７５１５

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鉾田店 311-1517 茨城県 鉾田市鉾田５７２－１

宮脇書店　水戸南店 311-3116 茨城県 東茨城郡茨城町長岡３４８０ イオンタウン水戸南１Ｆ

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸南店 311-3116 茨城県 東茨城郡茨城町長岡中原丸 ３４８１－９７

蔦屋書店　ひたちなか店 312-0005 茨城県 ひたちなか市新光町３０－４

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたちなか店 312-0011 茨城県 ひたちなか市中根３３２５－１０

ブックエース　勝田東石川店 312-0052 茨城県 ひたちなか市東石川字下屋敷３６１４－１ ヨークタウン内

ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋宮中店 314-0031 茨城県 鹿嶋市宮字東山２８９－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　神栖店 314-0114 茨城県 神栖市日川４１７４－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋南店 314-0135 茨城県 神栖市堀割３－２－１７

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店 314-0135 茨城県 神栖市堀割３－３－２０

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　波崎店 314-0408 茨城県 神栖市波崎８２８３

ＴＳＵＴＡＹＡ　ピアシティ石岡店 315-0001 茨城県 石岡市石岡２２２２－２

三洋堂書店　石岡店 315-0033 茨城県 石岡市東光台３－１－８

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新石岡店 315-0037 茨城県 石岡市東石岡１－８－５

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千代田店 315-0052 茨城県 かすみがうら市下稲吉２６３３－１９

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立中央店 316-0036 茨城県 日立市鮎川町１－３－３

ブックエース　日立鮎川店 316-0036 茨城県 日立市鮎川町５－１－１

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高萩店 318-0021 茨城県 高萩市安良川柳町１８７－１

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東海店 319-1116 茨城県 那珂郡東海村舟石川駅西１－１１－１６

ブックエース　東海店 319-1116 茨城県 那珂郡東海村舟石川駅西３－１４－１４

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立田尻店 319-1416 茨城県 日立市田尻町５－１４－２

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　北茨城店 319-1559 茨城県 北茨城市中郷町上桜井２２６８

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新常陸大宮店 319-2135 茨城県 常陸大宮市石沢梶内１８０２

喜久屋書店　宇都宮店 320-0026 栃木県 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

アニメイト　宇都宮店 320-0803 栃木県 宇都宮市曲師町２－８ 宇都宮フェスタ５Ｆ

くまざわ書店　アピタ宇都宮店 321-0101 栃木県 宇都宮市江曽島本町２２－７ アピタ宇都宮店２Ｆ

ビッグワンツタヤ　宇都宮インターパーク店 321-0118 栃木県 宇都宮市インターパーク１－３－３

くまざわ書店　宇都宮インターパーク店 321-0118 栃木県 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

ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮南店 321-0147 栃木県 宇都宮市針ケ谷町４７２－７



宮脇書店　新おもちゃのまち店 321-0202 栃木県 下都賀郡壬生町おもちゃのまち１－２－２２

くまざわ書店　宇都宮店 321-0962 栃木県 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

ビッグワン　竹林店 321-0974 栃木県 宇都宮市竹林町５４９－１

うさぎや　宇都宮テクノ店 321-3226 栃木県 宇都宮市ゆいの杜４－１－３９

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＢＬ真岡店 321-4332 栃木県 真岡市大谷新町１８－６

ｂｉｇｏｎｅ　ｂｏｏｋｓ　鹿沼店 322-0024 栃木県 鹿沼市晃望台２２－１

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿沼店 322-0029 栃木県 鹿沼市西茂呂４－１６－１６

くまざわ書店　鹿沼店 322-0039 栃木県 鹿沼市東末広町１０７３ 福田屋鹿沼店３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　おやまハーヴェストウォーク 323-0014 栃木県 小山市喜沢１４７５ ハーヴェストウォーク内

ＴＳＵＴＡＹＡ　小山ロブレ店 323-0023 栃木県 小山市中央町３－７－１ ロブレ２Ｆ

アニメイト　ロブレ小山店 323-0023 栃木県 小山市中央町３－７－１ ロブレ４Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　小山城南店 323-0829 栃木県 小山市東城南４－１８－６

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　小山店 323-0829 栃木県 小山市東城南４－７

ハートブックス　若草本店 324-0021 栃木県 大田原市若草１－７２１－１

ハートブックス　なすの店 324-0041 栃木県 大田原市本町１－２６９０

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大田原店 324-0054 栃木県 大田原市若松町１６５０－１０

くまざわ書店　アシコタウン 326-0005 栃木県 足利市大月町３－２ アシコタウン２Ｆ

くまざわ書店　足利コムファースト店 326-0823 栃木県 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

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店 326-0823 栃木県 足利市朝倉町２５５－２

ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　佐野店 327-0031 栃木県 佐野市田島町５１

宮脇書店　イオンタウン佐野店 327-0831 栃木県 佐野市浅沼町７４２ イオンタウン佐野２Ｆ

うさぎや　自治医大店 329-0403 栃木県 下野市医大前３－１－１

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下野店 329-0502 栃木県 下野市下古山２８８８－４

ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店 329-1312 栃木県 さくら市櫻野５０５

ハートブックス　４００号西那須野店 329-2735 栃木県 那須塩原市太夫塚６－２３２－８

ＴＳＵＴＡＹＡ　江木店 370-0046 群馬県 高崎市江木町２８

アニメイト　高崎店 370-0052 群馬県 高崎市旭町３４－５ 旭町ビル２Ｆ

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高崎店 370-0073 群馬県 高崎市緑町４－９－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　大泉店 370-0521 群馬県 邑楽郡大泉町住吉５７－３

くまざわ書店　高崎店 370-0849 群馬県 高崎市八島町２２２ 高崎駅東口２Ｆ

タマムラブックセンター 370-1127 群馬県 佐波郡玉村町上之手１６８９－２

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富岡店 370-2343 群馬県 富岡市七日市１７１２－１

蔦屋書店　前橋吉岡店 370-3602 群馬県 北群馬郡吉岡町大久保８７７－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　片貝店 371-0013 群馬県 前橋市西片貝町１－２６４－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　前橋荒牧店 371-0044 群馬県 前橋市荒牧町６１７－３

ＴＳＵＴＡＹＡ　箱田店 371-0837 群馬県 前橋市箱田町４１６－１

蔦屋書店　伊勢崎茂呂店 372-0033 群馬県 伊勢崎市南千木町２３９５

蔦屋書店　伊勢崎平和町店 372-0041 群馬県 伊勢崎市平和町１９－１

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊勢崎店 372-0813 群馬県 伊勢崎市韮塚町１１８５－１

アニメイト　イオンモール太田 373-0808 群馬県 太田市石原町８１ イオンモール太田２Ｆ

喜久屋書店　太田店 373-0808 群馬県 太田市石原町８１ イオンモール太田２Ｆ

蔦屋書店　太田店 373-0817 群馬県 太田市飯塚町１９３３－１

宮脇書店　アゼリアモール店 374-0004 群馬県 館林市楠町３６４８－１ アゼリアモールＡ棟２Ｆ

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　館林店 374-0063 群馬県 館林市朝日町１２－３８

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　藤岡店 375-0016 群馬県 藤岡市上栗須７５－１

くまざわ書店　大間々店 376-0101 群馬県 みどり市大間々町大間々４０ さくらもーる２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　渋川店 377-0008 群馬県 渋川市渋川２０６３－２２

ＴＳＵＴＡＹＡ　安中店 379-0133 群馬県 安中市原市４０９

蔦屋書店　前橋みなみモール店 379-2143 群馬県 前橋市新堀町９４０

くまざわ書店　伊勢崎店 379-2224 群馬県 伊勢崎市西小保方町３６８ スマーク伊勢崎２Ｆ

リブロ　エキュート大宮店 330-0853 埼玉県 さいたま市大宮区錦町６３０ ＪＲ東日本大宮駅構内

アニメイト　大宮コミック館 330-0854 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町１－３－６ 高井ビル１Ｆ

三省堂書店　大宮店 330-0854 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町１－６－２ そごう大宮店８Ｆ

フタバ図書　ＧＩＧＡ大宮店 330-0855 埼玉県 さいたま市大宮区上小町６３９

ジュンク堂書店　大宮高島屋店 330-8511 埼玉県 さいたま市大宮区大門町１－３２ 大宮高島屋７Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　大宮指扇店 331-0047 埼玉県 さいたま市西区指扇２２６２

くまざわ書店　宮原店 331-0812 埼玉県 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

文教堂書店　川口朝日町店 332-0001 埼玉県 川口市朝日町４－１３

文教堂書店　川口駅店 332-0015 埼玉県 川口市川口１－１－１ ＣＵＰＯ・ＬＡ３Ｆ

アニメイト　川口店 332-0017 埼玉県 川口市栄町３－５－９ アンドウビル１Ｆ

くまざわ書店　ララガーデン川口店 332-0028 埼玉県 川口市宮町１８－９ ララガーデン川口２Ｆ２１８０

文教堂書店　東川口店 333-0811 埼玉県 川口市戸塚３－３５－１４

くまざわ書店　蕨錦町店 335-0005 埼玉県 蕨市錦町１－１２－１ イトーヨーカドー蕨錦町店２Ｆ

フタバ図書ＧＩＧＡ　武蔵浦和本店 336-0027 埼玉県 さいたま市南区沼影３－５－１５

ＴＳＵＴＡＹＡ　東浦和店 336-0923 埼玉県 さいたま市緑区大間木４１２－１

くまざわ書店　東浦和店 336-0926 埼玉県 さいたま市緑区東浦和２－５１－２６ サミット東浦和２Ｆ

文教堂書店　東大宮駅ビル店 337-0051 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮４－７６－１

くまざわ書店　浦和美園店 339-0026 埼玉県 さいたま市岩槻区美園東２－１７－１３ ＵＮＩＣＵＳ浦和美園１Ｆ

文教堂書店　岩槻店 339-0067 埼玉県 さいたま市岩槻区西町２－５－１ ヤオコー岩槻西町店２Ｆ

蔦屋　岩槻店 339-0073 埼玉県 さいたま市岩槻区上野６８－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　幸手店 340-0155 埼玉県 幸手市上高野７７８

くまざわ書店　鷲宮店 340-0212 埼玉県 久喜市久本寺谷田７－１ アリオ鷲宮ＳＣ１Ｆ

金子書店　八潮店 340-0833 埼玉県 八潮市西袋１３３５

宮脇書店　ヨーカドー三郷店 341-0050 埼玉県 三郷市ピアラシティ１－１－１　２Ｆ

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　三郷店 341-0050 埼玉県 三郷市ピアラシティ２－２－５

アニメイト　イオンレイクタウン店 343-0828 埼玉県 越谷市レイクタウン３－１－１ イオンレイクタウンｍｏｒｉ　３Ｆ

アニメイト　南越谷店 343-0845 埼玉県 越谷市南越谷１－１５－１ 楽園タウン２Ｆ

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　越谷店 343-0851 埼玉県 越谷市七左町２－１４４

ブックエース　春日部１６号線店 344-0007 埼玉県 春日部市小渕１５３－１

リブロ　ララガーデン春日部店 344-0064 埼玉県 春日部市南１－１－１ ララガーデン春日部１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　南桜井店 344-0116 埼玉県 春日部市大衾原４９６－１２

ブックエース　杉戸店 345-0025 埼玉県 北葛飾郡杉戸町清地３－５－２

くまざわ書店　久喜店 346-0003 埼玉県 久喜市久喜中央１－１－２０ ＣｏｏｋｉｅＰｌａｚａ３Ｆ

蔦屋書店　フォレオ菖蒲店 346-0106 埼玉県 久喜市菖蒲町菖蒲６００６－１

アニメイト　モラージュ菖蒲店 346-0195 埼玉県 久喜市菖蒲町菖蒲６００５－１ モラージュ菖蒲３Ｆ

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　菖蒲店 346-0195 埼玉県 久喜市菖蒲町菖蒲６００５－１ モラージュ菖蒲３Ｆ　

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　加須店 347-0033 埼玉県 加須市下高柳１－２９ ビバモール１番街

文教堂書店　蓮田店 349-0141 埼玉県 蓮田市西新宿５－１６４

ＴＳＵＴＡＹＡ　大利根店 349-1133 埼玉県 加須市琴寄１１１

ＴＳＵＴＡＹＡ　南古谷店 350-0026 埼玉県 川越市泉町３－１ ウニクス南古谷プラザ棟



リブロ　川越店 350-0043 埼玉県 川越市新富町１－２２ 本川越ぺぺ４Ｆ

蔦屋書店　川島インター店 350-0152 埼玉県 比企郡川島町上伊草２１０

ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ヶ島店 350-0809 埼玉県 川越市鯨井新田４－１０

ＴＳＵＴＡＹＡ　川越店 350-0823 埼玉県 川越市神明町７－１９

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　川越店 350-1106 埼玉県 川越市小室３８５－１

くまざわ書店　的場店 350-1107 埼玉県 川越市的場新町２１－１０ ザ・マーケットプレイス的場Ｂ棟１

アニメイト　川越店 350-1122 埼玉県 川越市脇田町４－２ 川越モディ４Ｆ

くまざわ書店　アトレマルヒロ川越店 350-1122 埼玉県 川越市脇田町１０５ アトレマルヒロ６Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　高階店 350-1137 埼玉県 川越市砂新田３８３－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　高麗川店 350-1231 埼玉県 日高市鹿山３０８－１

文教堂書店　狭山店 350-1304 埼玉県 狭山市狭山台１－４

文教堂書店　朝霞マルエツ店 351-0011 埼玉県 朝霞市本町１－１２－１０ マルエツ朝霞店３Ｆ

くまざわ書店　和光店 351-0112 埼玉県 和光市丸山台１－９－３ イトーヨーカドー３Ｆ

文教堂書店　新座駅店 352-0011 埼玉県 新座市野火止５－３－１１

ＴＳＵＴＡＹＡ　三芳藤久保店 354-0041 埼玉県 入間郡三芳町藤久保８５５－４０３

アニメイト　ららぽーと富士見店 354-8560 埼玉県 富士見市山室１－１３１３ ららぽーと富士見３Ｆ

蔦屋書店　東松山店 355-0048 埼玉県 東松山市あずま町４－８－３

ＴＳＵＴＡＹＡ　嵐山店 355-0215 埼玉県 比企郡嵐山町平沢土地区画整理内 ３１街区１０

ＴＳＵＴＡＹＡ　みどりが丘店 355-0315 埼玉県 比企郡小川町みどりが丘２－８－５

蔦屋書店　滑川店 355-0811 埼玉県 比企郡滑川町羽尾２８００

リブロ　ピオニウォーク東松山店 355-8606 埼玉県 東松山市あずま町４－３ ピオニウォーク東松山２Ｆ２２０

くまざわ書店　上福岡東店 356-0003 埼玉県 ふじみ野市大原２－１－３０ イトーヨーカドー上福岡東店２Ｆ

くまざわ書店　飯能店 357-0038 埼玉県 飯能市仲町１１－２１ プリンスペペ４Ｆ

くまざわ書店　入間店 358-0008 埼玉県 入間市河原町２－１ 西武入間ペペ３Ｆ

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店 358-0013 埼玉県 入間市上藤沢３８７－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　入間仏子店 358-0053 埼玉県 入間市仏子７８５－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　所沢北原店 359-0004 埼玉県 所沢市北原町１４１５－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＪＲ東所沢駅前店 359-0021 埼玉県 所沢市東所沢１－３－５

ＴＳＵＴＡＹＡ　新所沢店 359-1111 埼玉県 所沢市緑町１－１－１１ 新所沢グリーンハイツ西武ＳＰ

パルコブックセンター　新所沢店 359-1111 埼玉県 所沢市緑町１－２－１ 新所沢パルコレッツ館３Ｆ

アニメイト　所沢店 359-1116 埼玉県 所沢市東町５－２２ ダイエー所沢店３Ｆ

リブロ　小手指店 359-1141 埼玉県 所沢市小手指町１－２５－８ 西友小手指店４Ｆ

リブロ　狭山ヶ丘店 359-1161 埼玉県 所沢市狭山ヶ丘１－８７３－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　雀宮店 360-0018 埼玉県 熊谷市中央５－１－８

文教堂　ＪＯＹ熊谷ニットーモール店 360-0032 埼玉県 熊谷市銀座２－２４５ ニットーモール４Ｆ

アニメイト　熊谷店 360-0037 埼玉県 熊谷市筑波３－１０５

くまざわ書店　アズセカンド店 360-0037 埼玉県 熊谷市筑波２－１１５ アズセカンド内

文教堂　熊谷駅店 360-0037 埼玉県 熊谷市筑波３－２０２ ティアラ２１　２Ｆ

蔦屋書店　熊谷店 360-0842 埼玉県 熊谷市新堀新田中山６２０－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　行田門井店 361-0044 埼玉県 行田市門井町２－２

いけだ書店　上尾店 362-0036 埼玉県 上尾市宮本町１－１ アリコベールまるひろ４Ｆ

ブックマルシェ　上尾店 362-0042 埼玉県 上尾市谷津２－１－１ ショーサンプラザ４Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊奈店 362-0813 埼玉県 北足立郡伊奈町学園２－１８８－４

宮脇書店　北本店 364-0005 埼玉県 北本市本宿１－８４

リブロ　鴻巣店 365-0038 埼玉県 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

グリーンブック　ＴＳＵＴＡＹＡ籠原店 366-0032 埼玉県 深谷市幡羅町１－７－２

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　本庄店 367-0023 埼玉県 本庄市寿３－４－２２

蔦屋書店　本庄早稲田店 367-0030 埼玉県 本庄市早稲田の杜２－１－４６

グリーンブック　秩父店 368-0021 埼玉県 秩父市下宮地町１８－９

くまざわ書店　秩父店 368-0031 埼玉県 秩父市上野町８０５－１４ ウニクス秩父２Ｆ

宮脇書店　鴻巣店 369-0116 埼玉県 鴻巣市北新宿２２５－１

フタバ図書　ＧＩＧＡ上里店 369-0301 埼玉県 児玉郡上里町金久保蓮山３５９－１ イオンタウン上里２Ｆ

くまざわ書店　上里店 369-0306 埼玉県 児玉郡上里町七本木２２７２－１ ウニクス上里１Ｆ

文教堂書店　本庄店 369-0306 埼玉県 児玉郡上里町七本木２５５８

アニメイト　千葉店 260-0015 千葉県 千葉市中央区富士見２－２２－２ 千葉中央駅前ビルＢ１Ｆ

三省堂書店　カルチャーステーション千葉店 260-0015 千葉県 千葉市中央区富士見２－３－１ 塚本大千葉ビル４Ｆ

三省堂書店　そごう千葉店 260-0028 千葉県 千葉市中央区新町１０００ そごう千葉店９Ｆ

くまざわ書店　ペリエ千葉エキナカ店 260-0031 千葉県 千葉市中央区新千葉１－１－１ ペリエ千葉エキナカ４Ｆ　４０３

くまざわ書店　ペリエ千葉本店 260-0031 千葉県 千葉市中央区新千葉１－１－１ ペリエ千葉６Ｆ

くまざわ書店　蘇我店 260-0835 千葉県 千葉市中央区川崎町５２－７ アリオ蘇我２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　千葉寺店 260-0844 千葉県 千葉市中央区千葉寺町９７１－７ リブレ京成千葉寺店２Ｆ

宮脇書店　検見川浜店 261-0011 千葉県 千葉市美浜区真砂４－２－６　 イオンスタイル検見川浜４Ｆ

くまざわ書店　プレナ幕張店 261-0021 千葉県 千葉市美浜区ひび野２－４ プレナ幕張２Ｆ

蔦屋書店　イオンモール幕張新都心 261-8535 千葉県 千葉市美浜区豊砂１－１ イオンモール幕張新都心グランドモール１Ｆ

くまざわ書店　幕張店 262-0032 千葉県 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

宮脇書店　稲毛長沼原店 263-0001 千葉県 千葉市稲毛区長沼原町７３１－１７ フレスポ稲毛内

アシーネ　千葉長沼店 263-0005 千葉県 千葉市稲毛区長沼町３３０－５０ ワンズモール専門店３Ｆ

くまざわ書店　稲毛店 263-0031 千葉県 千葉市稲毛区稲毛東３－１９－１１ ぺリエ稲毛内

宮脇書店　イオン稲毛店 263-0043 千葉県 千葉市稲毛区小仲台１－４－２０ イオン稲毛店内

文教堂書店　小倉台店 264-0007 千葉県 千葉市若葉区小倉町１７５４

ＴＳＵＴＡＹＡ　土気店 267-0067 千葉県 千葉市緑区あすみが丘東２－２６－７

アシーネ　新松戸店 270-0034 千葉県 松戸市新松戸３－２－２ ダイエー新松戸店３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　流山店 270-0101 千葉県 流山市東深井２５８

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　江戸川台店 270-0103 千葉県 流山市美原２－１３１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　天王台店 270-1143 千葉県 我孫子市天王台１－２４－１８

宮脇書店　印西牧の原店 270-1335 千葉県 印西市原１－２ ＢＩＧ　ＨＯＰガーデンモール印西

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千葉ニュータウン店 270-1337 千葉県 印西市牧の原１－３

ＴＳＵＴＡＹＡ　千葉ニュータウン店 270-1340 千葉県 印西市中央南２－５ アクロスプラザ南内

喜久屋書店　千葉ニュータウン店 270-1392 千葉県 印西市中央北３－２ イオンモール千葉ニュータウン３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　六高台店 270-2204 千葉県 松戸市六実１－１４－１

くまざわ書店　松戸新田店 270-2241 千葉県 松戸市松戸新田２４５－２６ サミット松戸新田１Ｆ

アニメイト　松戸店 271-0092 千葉県 松戸市松戸１２３０－１ ピアザ松戸ビルＢ１Ｆ

くまざわ書店　松戸店 271-0092 千葉県 松戸市松戸１－１１８１ アトレ６Ｆ

くまざわ書店　シャポー本八幡店 272-0021 千葉県 市川市八幡２－１７－１ シャポー本八幡２Ｆ

有隣堂　シャポー市川店 272-0034 千葉県 市川市市川１－１－１ シャポー市川１Ｆ

文教堂書店　行徳店 272-0133 千葉県 市川市行徳駅前１－１９－１ 西友行徳店４Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　二十世紀ケ丘店 272-0837 千葉県 市川市堀之内３－３１－１６

くまざわ書店　シャポー船橋店 273-0005 千葉県 船橋市本町７－１－１ シャポー船橋Ｂ１Ｆ

くまざわ書店　ららぽーと店 273-0012 千葉県 船橋市浜町２－１－１ ららぽーとＴＯＫＹＯＢＡＹ北館２Ｆ

ジュンク堂書店　南船橋店 273-0012 千葉県 船橋市浜町２－２－７ ビビット南船橋１Ｆ



文教堂書店　下総中山駅店 273-0035 千葉県 船橋市本中山２－１７－２０

アニメイト　イオンモール船橋店 273-0045 千葉県 船橋市山手１－１－８ イオンモール船橋２Ｆ　２０４

くまざわ書店　馬込沢店 273-0047 千葉県 船橋市藤原７－２－２ サミット馬込沢２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　鎌ケ谷店 273-0102 千葉県 鎌ケ谷市右京塚３－３

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鎌ケ谷店 273-0104 千葉県 鎌ケ谷市東鎌ケ谷１－６

くまざわ書店　新鎌ケ谷店 273-0107 千葉県 鎌ケ谷市新鎌ケ谷２－１２－１ アクロスモール新鎌ケ谷２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　夏見台店 273-0866 千葉県 船橋市夏見台５－１６－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　北習志野店 274-0063 千葉県 船橋市習志野台２－１－６ 北習志野駅前ビル２Ｆ

文教堂書店　東習志野店 274-0071 千葉県 船橋市習志野５－２－１

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　津田沼パルコ店 274-0825 千葉県 船橋市前原西２－１９－１ 津田沼パルコＢ館４Ｆ

三洋堂書店　東習志野店 275-0001 千葉県 習志野市東習志野６－７－８ イオンタウン東習志野ＳＣ内

ブックマルシェ　津田沼店 275-0016 千葉県 習志野市津田沼１－１０－３０ イトーヨーカドー津田沼店４Ｆ

くまざわ書店　津田沼店 275-0016 千葉県 習志野市津田沼１－１－１ ホテルメッツ津田沼４・５Ｆ

アニメイト　津田沼店 275-0026 千葉県 習志野市谷津１－１６－１ モリシアビルレストラン５Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　勝田台店 276-0023 千葉県 八千代市勝田台１－３１－７

くまざわ書店　勝田台店 276-0023 千葉県 八千代市勝田台１－１０ 京成ストア勝田台店３Ｆ

くまざわ書店　八千代台店 276-0032 千葉県 八千代市八千代台東１－１－１０ ユアエルム八千代台３Ｆ

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯＴＳＵＴＡＹＡ八千代店 276-0046 千葉県 八千代市大和田新田４４６－４７

文教堂書店　八千代緑が丘店 276-0049 千葉県 八千代市緑が丘１－１１０４－３

アニメイト　柏店 277-0005 千葉県 柏市柏１－３－１ ドン・キホーテ４Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　青葉台店 277-0055 千葉県 柏市青葉台２－１７－３１

くまざわ書店　モラージュ柏店 277-0837 千葉県 柏市大山台２－３－１ モラージュ柏２　２Ｆ

アニメイト　アリオ柏 277-0922 千葉県 柏市大島田９５０－１ セブンパークアリオ柏２Ｆ－２７３０

くまざわ書店　柏高島屋店 277-8550 千葉県 柏市末広町１－１ 柏高島屋ステーションモール５Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　七光台店 278-0051 千葉県 野田市七光台４－２

文教堂書店　浦安西友店 279-0002 千葉県 浦安市北栄１－１４－１ 西友浦安店パート２　４Ｆ

有隣堂　アトレ新浦安店 279-0012 千葉県 浦安市入船１－１－１ アトレ新浦安２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　さくら通り店 279-0041 千葉県 浦安市堀江１－３５－１７ 岩田ビル

丸善　舞浜イクスピアリ店 279-8529 千葉県 浦安市舞浜１－４ イクスピアリ内１０１

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東金店 283-0005 千葉県 東金市田間２２２

くまざわ書店　四街道店 284-0009 千葉県 四街道市中央５番地 イトーヨーカドー四街道店２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐倉店 285-0819 千葉県 佐倉市寺崎北６－１－２

文教堂書店　ユーカリが丘店 285-0858 千葉県 佐倉市ユーカリが丘４－１ ユーカリプラザ４Ｆ

ブックエース　成田赤坂店 286-0017 千葉県 成田市赤坂３－４－１

くまざわ書店　公津店 286-0048 千葉県 成田市公津の杜４－５－３ 成田ユアエルム３Ｆ

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店 286-0221 千葉県 富里市七栄１００５－５

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐原店 287-0003 千葉県 香取市佐原イ４１８７

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　八街店 289-1104 千葉県 八街市文違文違野３０１－１１５

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　成東店 289-1326 千葉県 山武市成東４８６－１

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　旭店 289-2504 千葉県 旭市ニ五郎作５８８８－１

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　ちはら台店 290-0143 千葉県 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

三洋堂書店　市原牛久店 290-0226 千葉県 市原市中２３４－２

くまざわ書店　木更津店 292-0038 千葉県 木更津市ほたる野４－２－４８ アピタ木更津店２Ｆ

アニメイト　イオン木更津店 292-0835 千葉県 木更津市築地１－４ イオンモール木更津２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　富津店 293-0012 千葉県 富津市青木１－５－１ イオン富津ショッピングセンター１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　鴨川店 296-0004 千葉県 鴨川市貝渚３００

蔦屋書店　茂原店 297-0012 千葉県 茂原市六ツ野八貫野２７８５－１

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店 297-0016 千葉県 茂原市木崎２２７２

文教堂書店　茂原店 297-0026 千葉県 茂原市茂原１０

ＴＳＵＴＡＹＡ　大網白里店 299-3236 千葉県 大網白里市みやこ野２－４－１

三洋堂書店　岬店 299-4612 千葉県 いすみ市岬町江場土字関内１８６３

くまざわ書店　大手町店 100-0005 東京都 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

三省堂書店　有楽町店 100-0006 東京都 千代田区有楽町２－１０－１ 東京交通会館１Ｆ・２Ｆ

丸善　丸の内本店 100-8203 東京都 千代田区丸の内１－６－４ 丸の内ＯＡＺＯ内

アニメイト　秋葉原店 101-0021 東京都 千代田区外神田４－３－２

アニメイト　ＡＫＩＢＡガールズステーション 101-0021 東京都 千代田区外神田１－２－１３

三省堂書店　アトレ秋葉原１ 101-0021 東京都 千代田区外神田１－１７－６ アトレ秋葉原１　２Ｆ

有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店 101-0028 東京都 千代田区神田花岡町１－１ ヨドバシＡＫＩＢＡ７Ｆ

三省堂書店　神保町本店 101-0051 東京都 千代田区神田神保町１－１

丸善　お茶の水店 101-0062 東京都 千代田区神田駿河台２－８ 瀬川ビル１Ｆ・２Ｆ

文教堂書店　市ヶ谷店 102-0076 東京都 千代田区五番町３－１ 五番町グランドビル１Ｆ

くまざわ書店　晴海トリトン店 104-0053 東京都 中央区晴海１－８－１６ 晴海アイランドスクウエア南商業施設２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　新橋店 105-0004 東京都 港区新橋４－１１－１ 桜田公園ウラＴＫ新橋ビルＢ１Ｆ・１Ｆ

文教堂書店　浜松町店 105-6102 東京都 港区浜松町２－４－１ 世界貿易センタービル別館２Ｆ

文教堂書店　広尾店 106-0047 東京都 港区南麻布４－１－２９ 広尾ガーデン２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＴｏｋｙｏＭｉｄｔｏｗｎ 107-0052 東京都 港区赤坂９－７－２　Ｂ－Ｂ１０４

ＴＳＵＴＡＹＡ　赤坂店 107-6390 東京都 港区赤坂５－３－１ 赤坂ＢｉｚタワーＢ１Ｆ

くまざわ書店　高輪店 108-0074 東京都 港区高輪４－１０－１８ ウィング高輪２Ｆ

くまざわ書店　品川店 108-6002 東京都 港区港南２－１５－２ 品川インターシティＡ棟２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　東京上野店 110-0005 東京都 台東区上野２－７－７

くまざわ書店　浅草店 111-0033 東京都 台東区花川戸１－４－１ ＥＫＩＭＩＳＥ６Ｆ

文教堂書店　グリーンコート店 113-0021 東京都 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

文教堂書店　王子神谷店 114-0002 東京都 北区王子５－２ タジマショッピングセンター２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　アトレヴィ田端店 114-0013 東京都 北区東田端１－１７－２ アトレヴィ田端２Ｆ

文教堂書店　赤羽店 115-0045 東京都 北区赤羽１－７－９ 赤羽第一葉山ビルメッツ１Ｆ・２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　町屋店 116-0002 東京都 荒川区荒川６－６－１

くまざわ書店　南千住店 116-0003 東京都 荒川区南千住４－７－２ ＬａＬａテラス南千住１Ｆ

リブロ　エキュート日暮里店 116-0013 東京都 荒川区西日暮里２－１９ 日暮里駅構内

くまざわ書店　イトーヨーカドー綾瀬店 120-0005 東京都 足立区綾瀬３－４－２５ イトーヨーカドー綾瀬店５Ｆ

くまざわ書店　千住大橋店 120-0038 東京都 足立区千住橋戸町１－１３ ポンテポルタ千住店１Ｆ

くまざわ書店　西新井店 123-0843 東京都 足立区西新井栄町１－２０－１ アリオ西新井３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　亀有店 125-0061 東京都 葛飾区亀有５－３５－１０１

文教堂書店　青戸店 125-0062 東京都 葛飾区青戸３－３６－１ ユアエルム青戸店六番街

アニメイト　錦糸町店 130-0013 東京都 墨田区錦糸２－１３－６ Ｓ・ハルヤマビル１Ｆ

くまざわ書店コミックランドビーワン錦糸町 130-0013 東京都 墨田区錦糸２－２－１ アルカキット錦糸町９Ｆ

有隣堂　錦糸町テルミナ店 130-0022 東京都 墨田区江東橋３－１４－５ テルミナ４Ｆ

三省堂書店　東京ソラマチ店 131-0045 東京都 墨田区押上１－１－２ 東京スカイツリータウンソラマチ２Ｆ

リブロ　一之江店 132-0024 東京都 江戸川区一之江７－３７－２２ グランドハイライズ１Ｆ

有隣堂　シャポー小岩店 133-0056 東京都 江戸川区南小岩７－２４－１５ シャポー小岩１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　船堀店 134-0091 東京都 江戸川区船堀４－２－２



くまざわ書店　船堀店 134-0091 東京都 江戸川区船堀４－１－１ 江戸川区総合区民ホール１Ｆ

文教堂書店　東陽町駅前店 135-0016 東京都 江東区東陽４－１－７ 佐藤ダイヤビル１Ｆ

くまざわ書店　豊洲店 135-0061 東京都 江東区豊洲３－４－８ スーパービバホーム豊洲２Ｆ専門店街

丸善　有明ワンザ店 135-0063 東京都 江東区有明３－６－１１ 東京ファッションタウンビル東館２Ｆ

くまざわ書店　東京テレポート店 135-0064 東京都 江東区青海１－２－１ りんかい線東京テレポート駅構内

くまざわ書店　アクアシティお台場店 135-0091 東京都 港区台場１－７－１ アクアシティお台場４Ｆ

有隣堂　アトレ亀戸店 136-0071 東京都 江東区亀戸５－１－１ アトレ亀戸５Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　東大島店 136-0072 東京都 江東区大島８－３３－１９

フタバ図書　ＴＥＲＡ南砂町店 136-0075 東京都 江東区新砂３－４－３１ ＳＵＮＡＭＯ３Ｆ

有隣堂　アトレ大井町店 140-0014 東京都 品川区大井１－２－１ アトレ大井町店５Ｆ５１３０

有隣堂　アトレ目黒店 141-0021 東京都 品川区上大崎２－１６－９ アトレ目黒１　５Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　大崎駅前店 141-0032 東京都 品川区大崎２－１０－１

文教堂書店　大崎店 141-0032 東京都 品川区大崎１－６－５ 大崎ニューシティ１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　中延駅前店 142-0052 東京都 品川区東中延２－９－１５

カルチャーエージェント文教堂　西小山駅店 142-0062 東京都 品川区小山６－３－１０ 西小山駅構内１Ｆ１０３

ＴＳＵＴＡＹＡ　大森町駅前店 143-0015 東京都 大田区大森西３－２０－１３

くまざわ書店　イトーヨーカドー大森店 143-0016 東京都 大田区大森北２－１３－２ イトーヨーカドー大森店３Ｆ

文教堂書店　糀谷店 144-0047 東京都 大田区萩中２－１２ マルエツ新糀谷店２Ｆ

アニメイト　蒲田店 144-0051 東京都 大田区西蒲田８－４－１２　３Ｆ

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　東急プラザ蒲田店 144-0051 東京都 大田区西蒲田７－６９－１ 東急プラザ蒲田６Ｆ

有隣堂　グランデュオ蒲田店 144-0051 東京都 大田区西蒲田７－６８－１ グランデュオ蒲田西館６Ｆ

くまざわ書店コミックランドビーワン蒲田店 144-0052 東京都 大田区蒲田５－１３－１ グランデュオ蒲田東館６Ｆ

くまざわ書店　京急蒲田店 144-0052 東京都 大田区蒲田４－５０－１１ ウィングキッチン京急蒲田Ｍ２Ｆ

くまざわ書店　田園調布店 145-0071 東京都 大田区田園調布２－６２－４ 東急スクエアガーデンサイト２Ｆ

カルチャーエージェントカフェ　渋谷ココチ店 150-0002 東京都 渋谷区渋谷１－２３－１６ ｃｏｃｏｔｉＳＨＩＢＵＹＡ２Ｆ

有隣堂　アトレ恵比寿店 150-0022 東京都 渋谷区恵比寿南１－５－５ アトレ恵比寿５Ｆ　５０８０

ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 150-0042 東京都 渋谷区宇田川町２１－６

アニメイト　渋谷店 150-0042 東京都 渋谷区宇田川町３１－２ 渋谷ＢＥＡＭ３Ｆ

啓文堂書店　渋谷店 150-0043 東京都 渋谷区道玄坂１－４－１９ 井の頭線渋谷駅　西口改札前

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店 150-8019 東京都 渋谷区道玄坂２－２４－１ 東急百貨店本店７Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　幡ヶ谷店 151-0072 東京都 渋谷区幡ヶ谷２－１２－１ 幡ヶ谷中央第２ビル

ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店 154-0004 東京都 世田谷区太子堂４－１－１ キャロットタワー２Ｆ

文教堂書店　経堂店 156-0051 東京都 世田谷区宮坂２－１９－５ 大丸ピーコック経堂店Ｂ１Ｆ

三省堂書店　経堂店 156-0052 東京都 世田谷区経堂２－１－３３ 経堂コルティ２Ｆ

三省堂書店　成城店 157-0066 東京都 世田谷区成城６－５－３４ 成城コルティ２Ｆ

文教堂書店　二子玉川店 158-0094 東京都 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

ＴＳＵＴＡＹＡ　馬事公苑店 158-0098 東京都 世田谷区上用賀２－４－１８ コリーヌ馬事公苑１Ｆ

アニメイト　新宿店 160-0022 東京都 新宿区新宿３－１７－１７

くまざわ書店　東京オペラシティ店 160-0023 東京都 新宿区西新宿３－２０－２ 東京オペラシティ２Ｆ

明屋書店　中野ブロードウェイ店 164-0001 東京都 中野区中野５－５２－１５ ブロードウェーセンター３Ｆ

文教堂書店　中野坂上店 164-0012 東京都 中野区本町２－４６－１ 中野坂上サンブライトツイン１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　鷺宮店 165-0032 東京都 中野区鷺宮３－４６－１２ グランハウス鷺宮内

啓文堂書店　荻窪店 167-0043 東京都 杉並区上荻１－９－１ 荻窪タウンセブン６Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　浜田山店 168-0065 東京都 杉並区浜田山３－３７－１５

啓文堂書店　久我山店 168-0082 東京都 杉並区久我山４－１－１１ 久我山駅改札口前

蔦屋書店　新大久保店 169-0072 東京都 新宿区大久保２－５－２０ シティプラザ新宿１Ｆ・２Ｆ

アニメイト　池袋本店 170-0013 東京都 豊島区東池袋１－２０－７

くまざわ書店　サンシャインシティアルパ店 170-6002 東京都 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

文教堂　アニメガ池袋サンシャインアルタ店 170-8630 東京都 豊島区東池袋３－１－３ 池袋サンシャインシティアルタ１Ｆ

くまざわ書店　池袋店 171-0021 東京都 豊島区西池袋１－１１－１ ルミネ池袋６Ｆ

アニメガ　池袋マルイ店 171-0021 東京都 豊島区西池袋３－２８－１３ 池袋マルイ７Ｆ

くまざわ書店　エミオ池袋店 171-0022 東京都 豊島区南池袋１－２８－１ エミオ池袋Ｂ１Ｆ

三省堂書店　池袋本店 171-0022 東京都 豊島区南池袋１－２８－１ 西武池袋本店　別館・書籍館

ジュンク堂書店　池袋本店 171-0022 東京都 豊島区南池袋２－１５－５

文教堂書店　西台店 174-0046 東京都 板橋区蓮根３－９

宮脇書店　イオンスタイル板橋前野町店 174-0063 東京都 板橋区前野町４－２１－２２ イオンスタイル板橋前野町３Ｆ

アシーネ　成増店 175-0094 東京都 板橋区成増２－２１－２ ダイエー成増店３Ｆ

文教堂書店　成増店 175-0094 東京都 板橋区成増１－２９－１５ ロイヤルマンション１Ｆ

リブロ　エミオ富士見台店 176-0021 東京都 練馬区貫井３－７－５ エミオ富士見台内

文教堂書店　練馬高野台店 177-0033 東京都 練馬区高野台１－７－１７ 大丸ピーコック２Ｆ

くまざわ書店　大泉学園店 178-0063 東京都 練馬区東大泉５－４３－１ ゆめりあフェンテ４Ｆ

リブロ　大泉店 178-0063 東京都 練馬区東大泉２－１０－１１ リヴィンオズ大泉店４Ｆ

ジュンク堂書店　大泉学園店 178-0063 東京都 練馬区東大泉１－２８－１ Ｇｒａｎｄ　Ｅｍｉｏ大泉学園３Ｆ

リブロ　光が丘店 179-0072 東京都 練馬区光が丘５－１－１ リヴィン光が丘５Ｆ

蔦屋書店　練馬春日町店 179-0074 東京都 練馬区春日町２－１４－６

ジュンク堂書店　吉祥寺店 180-0004 東京都 武蔵野市吉祥寺本町１－１１－５ コピス吉祥寺Ｂ館６Ｆ・７Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　三鷹北口店 180-0006 東京都 武蔵野市中町１－１７－４ 三鷹由維ビル１Ｆ・２Ｆ

文教堂書店　武蔵境駅前店 180-0023 東京都 武蔵野市境南町２－２－３

アニメイト　吉祥寺店 180-8520 東京都 武蔵野市吉祥寺本町１－５－１ 吉祥寺ＰＡＲＣＯ７Ｆ

啓文堂書店　三鷹店 181-0013 東京都 三鷹市下連雀３－３５－１ 三鷹コラル３Ｆ

くまざわ書店　国領店 182-0022 東京都 調布市国領町８－２－６４ イトーヨーカドー国領店３Ｆ

くまざわ書店　調布店 182-0024 東京都 調布市布田４－４－２２ トリエ京王調布Ａ館４Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　調布駅南口店 182-0026 東京都 調布市小島町２－５１－３ ロイヤルプラザ２Ｆ

パルコブックセンター　調布店 182-0026 東京都 調布市小島町１－３８－１ 調布パルコ５Ｆ

蔦屋書店　フレスポ府中店 183-0046 東京都 府中市西原町１－６－２ フレスポ府中１Ｆ

蔦屋書店　府中駅前店 183-0055 東京都 府中市府中町１－１－４

啓文堂書店　府中本店 183-0055 東京都 府中市府中町１－２－１ 京王府中ショッピングセンター駅ビル１Ｆ

くまざわ書店　武蔵小金井北口店 184-0004 東京都 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

くまざわ書店　ＩＹ武蔵小金井店 184-0004 東京都 小金井市本町６－１４－９ イトーヨーカドー武蔵小金井店３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　武蔵小金井店 184-0015 東京都 小金井市貫井北町２－１１－３

リブロ　花小金井店 187-0002 東京都 小平市花小金井１－８－３ いなげや花小金井駅前店２Ｆ

リブロ　田無店 188-0011 東京都 西東京市田無町２－１－１ リヴィン田無４Ｆ

蔦屋　東村山店 189-0003 東京都 東村山市久米川町５－３－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　立川柏町店 190-0004 東京都 立川市柏町１－１４－２０

有隣堂　ららぽーと立川立飛店 190-0015 東京都 立川市泉町９３５－１　１３００－１ ららぽーと立川立飛１Ｆ

アニメイト　立川店 190-0023 東京都 立川市柴崎町　２－３－１ ＡＳＡＭＩビル３Ｆ・４Ｆ

くまざわ書店　日野店 191-0011 東京都 日野市日野本町３－１１－７

啓文堂書店　高幡店 191-0031 東京都 日野市高幡１１６－１０ 京王高幡ショッピングセンター内

文教堂書店　京王八王子店 192-0046 東京都 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

アニメイト　八王子店 192-0083 東京都 八王子市旭町６－６ ＰＩＯＳビル３Ｆ



くまざわ書店コミックランドビーワン八王子店 192-0083 東京都 八王子市旭町２－１１

有隣堂　セレオ八王子店 192-0083 東京都 八王子市旭町１－１ セレオ八王子８Ｆ

蔦屋書店　南大沢店 192-0364 東京都 八王子市南大沢２－２５ フォレストモール南大沢店１Ｆ

文教堂書店　南大沢店 192-0364 東京都 八王子市南大沢２－２８－１ ガレリア・ユギ５Ｆ

くまざわ書店　八王子南口店 192-0904 東京都 八王子市子安町４－７－１ サザンスカイタワー八王子１Ｆ

蔦屋書店　八王子みなみ野店 192-0916 東京都 八王子市みなみ野１－７－７

くまざわ書店　八王子みなみ野店 192-0916 東京都 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

蔦屋書店　八王子楢原店 193-0803 東京都 八王子市楢原町８１９－１

くまざわ書店　イーアス高尾店 193-0834 東京都 八王子市東浅川町５５０－３３ イーアス高尾２Ｆ

くまざわ書店　西八王子店 193-0835 東京都 八王子市千人町２－２０－３

くまざわ書店　イトーヨーカドー八王子店 193-0941 東京都 八王子市狭間町１４６２－１ イトーヨーカドー八王子店３Ｆ

文教堂書店　つくし野とうきゅう店 194-0001 東京都 町田市つくし野１－３０－１ つくし野東急ストア２Ｆ

アニメイト　町田店 194-0013 東京都 町田市原町田４－１１－１４ コロンブスビル８Ｆ

文教堂　ホビー・アニメガ町田店 194-0013 東京都 町田市原町田６－６－１４ 町田ジョルナＢ２Ｆ

有隣堂　町田モディ店 194-0013 東京都 町田市原町田６－２－６ 町田モディ８Ｆ

くまざわ書店　町田根岸店 194-0034 東京都 町田市根岸町２３０－７ アメリア町田根岸店２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　町田木曽店 194-0037 東京都 町田市木曽西１－１７－１３

文教堂書店　成瀬店 194-0045 東京都 町田市南成瀬１－３－５ 相鉄ローゼン３Ｆ

啓文堂書店　鶴川店 195-0053 東京都 町田市能ヶ谷１－６－１１ 小田急マルシェ鶴川２Ｆ

くまざわ書店　昭島店 196-0014 東京都 昭島市田中町５６２－１ モリタウン本館２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　福生店 197-0022 東京都 福生市本町３６－１

文教堂書店　あきる野とうきゅう店 197-0804 東京都 あきる野市秋川１－１７－１ あきる野とうきゅう４Ｆ

文教堂書店　河辺とうきゅう店 198-0036 東京都 青梅市河辺町１０－７－１ 河辺とうきゅう４Ｆ

啓文堂書店　狛江店 201-0013 東京都 狛江市元和泉１－２－２ 小田急マルシェ狛江

リブロ　ひばりが丘店 202-8520 東京都 西東京市ひばりが丘１－１－１ ひばりが丘パルコ４Ｆ

宮脇書店　東久留米店 203-0053 東京都 東久留米市本町３－８－１ イトーヨーカドー東久留米店３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　羽村店 205-0002 東京都 羽村市栄町２－３－３

アニメイト　聖蹟桜ヶ丘店 206-0011 東京都 多摩市関戸４－７２ 聖蹟桜ヶ丘ＯＰＡ３Ｆ

くまざわ書店　桜ヶ丘店 206-0011 東京都 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

蔦屋書店　多摩永山店 206-0012 東京都 多摩市貝取１－２５－１

くまざわ書店　永山店 206-0025 東京都 多摩市永山１－４ グリナード永山３Ｆ

アニメイト　多摩センター店 206-0033 東京都 多摩市落合２－３３ クロスガーデン多摩３Ｆ

啓文堂書店　多摩センター店 206-0033 東京都 多摩市落合１－１０－１ 京王多摩センター駅構内

くまざわ書店　稲城店 206-0812 東京都 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

コーチャンフォー　若葉台店 206-0824 東京都 稲城市若葉台２－９－２

ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店 206-8543 東京都 多摩市落合１－４６－１ ココリア多摩センター５Ｆ

くまざわ書店　東大和店 207-0022 東京都 東大和市桜が丘２－１４２－１ イトーヨーカドー東大和店２Ｆ

アニメイト　イオンモールむさし村山 208-0022 東京都 武蔵村山市榎１－１－３ イオンモールむさし村山３Ｆ

有隣堂　アトレ川崎店 210-0007 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町２６－１ アトレ川崎４Ｆ

文教堂書店　新城駅店 211-0045 神奈川県 川崎市中原区上新城２－１－１７

有隣堂　武蔵小杉東急スクエア店 211-8619 神奈川県 川崎市中原区小杉町３－４７２ 武蔵小杉東急スクエア３Ｆ

アニメイト　川崎店 212-0014 神奈川県 川崎市幸区大宮町１３１０ ミューザ川崎２Ｆ

丸善　ラゾーナ川崎店 212-8576 神奈川県 川崎市幸区堀川町７２－１　１Ｆ７１０３０

文教堂書店　溝ノ口駅前店 213-0001 神奈川県 川崎市高津区溝口１－３－１ ノクティプラザ１－７Ｆ

文教堂書店　溝ノ口本店 213-0011 神奈川県 川崎市高津区久本３－１－２８

啓文堂書店　稲田堤店 214-0001 神奈川県 川崎市多摩区菅４－２－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　向ヶ丘遊園店 214-0014 神奈川県 川崎市多摩区登戸２０５２

アニメイト　新百合ヶ丘店 215-0021 神奈川県 川崎市麻生区上麻生１－１－１ 新百合ヶ丘ＯＰＡ５Ｆ

有隣堂　新百合ヶ丘エルミロード店 215-0021 神奈川県 川崎市麻生区上麻生１－４－１ 小田急エルミロード４Ｆ

くまざわ書店　さぎ沼店 216-0004 神奈川県 川崎市宮前区鷺沼１－１ さぎ沼とうきゅう４Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　はまりん横浜駅店 220-0005 神奈川県 横浜市西区南幸１－９ 市営地下鉄横浜駅構内Ｂ１Ｆ

文教堂　アニメガ横浜ビブレ店 220-0005 神奈川県 横浜市西区南幸２－１５－１３ 横浜ビブレ８Ｆ

有隣堂　横浜駅西口店 220-0005 神奈川県 横浜市西区南幸１－４－Ｂ１Ｆ

リブロ　横浜ジョイナス店 220-0005 神奈川県 横浜市西区南幸１－５－１ 横浜ジョイナス３Ｆ

アニメイト　横浜店 220-0011 神奈川県 横浜市西区高島２－１２－１２ ヨコハマプラザホテル４Ｆ

有隣堂　ルミネ横浜店 220-0011 神奈川県 横浜市西区高島２－１６－１ ルミネ横浜６Ｆ

くまざわ書店　マークイズみなとみらい店 220-0012 神奈川県 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

カルチャーエージェント文教堂ＭＭ駅店 220-0012 神奈川県 横浜市西区みなとみらい２－３－４ クイーンズスクエア横浜アット！Ｂ３Ｆ

丸善　横浜みなとみらい店 220-0012 神奈川県 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３Ｆ

くまざわ書店　ランドマーク店 220-8105 神奈川県 横浜市西区みなとみらい２－２－１ ランドマークプラザ５Ｆ

アニメイト　オンラインショップ 221-0036 神奈川県 横浜市神奈川区千若町３－１ ケイヒン配送内事務棟３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　シァルプラット東神奈川店 221-0044 神奈川県 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

有隣堂　トレッサ横浜店 222-0002 神奈川県 横浜市港北区師岡町７００ トレッサ横浜北棟２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　菊名東口店 222-0011 神奈川県 横浜市港北区菊名４－３－１７

くまざわ書店　新横浜店 222-0033 神奈川県 横浜市港北区新横浜３－４ 新横浜プリンスペペ４Ｆ

くまざわ書店　アピタテラス横浜綱島店 223-0052 神奈川県 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

ＴＳＵＴＡＹＡ　港北ミナモ店 224-0003 神奈川県 横浜市都筑区中川中央２－７－１

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店 224-0003 神奈川県 横浜市都筑区中川中央１－２５－１ ノースポートモール３Ｆ

文教堂書店　横浜北山田店 224-0021 神奈川県 横浜市都筑区北山田２－１６－１３

有隣堂　センター南駅店 224-0032 神奈川県 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

ブックセンターよむよむ　横浜仲町台店 224-0041 神奈川県 横浜市都筑区仲町台１－２８－４ パルウィッツ仲町台１Ｆ

文教堂書店　あざみ野東急店 225-0011 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野２－１－１ 東急ストア２Ｆ

文教堂書店　すすき野とうきゅう店 225-0021 神奈川県 横浜市青葉区すすき野２－５－４ 東急ストア２Ｆ

有隣堂　たまプラーザテラス店 225-8535 神奈川県 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

文教堂書店　中山とうきゅう店 226-0011 神奈川県 横浜市緑区中山町３０４－１ 中山とうきゅう４Ｆ

くまざわ書店　長津田店 226-0018 神奈川県 横浜市緑区長津田みなみ台４－７－１ アピタ長津田店１Ｆ

有隣堂　長津田店 226-0027 神奈川県 横浜市緑区長津田４－１－１

文教堂書店　桂台店 227-0034 神奈川県 横浜市青葉区桂台２－４－１

蔦屋書店　青葉奈良店 227-0038 神奈川県 横浜市青葉区奈良３－２１－１

くまざわ書店　鶴見店 230-0051 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央１－１－１ シァル鶴見５Ｆ

有隣堂　本店 231-8623 神奈川県 横浜市中区伊勢佐木町１－４－１

文教堂書店　杉田とうきゅう店 235-0033 神奈川県 横浜市磯子区杉田１－１７－１

宮脇書店　金沢文庫店 236-0042 神奈川県 横浜市金沢区釜利谷東２－１－１ アピタ金沢文庫店３Ｆ

くまざわ書店　能見台店 236-0058 神奈川県 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

アニメイト　横須賀店 238-0007 神奈川県 横須賀市若松町２－５－３ 矢島ビル６Ｆ

文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店 238-0007 神奈川県 横須賀市若松町２－３０ 横須賀モアーズシティ７Ｆ

文教堂　ＬＩＶＩＮよこすか店 238-0013 神奈川県 横須賀市平成町３－２１－４ ＬＩＶＩＮよこすか２Ｆ

くまざわ書店　横須賀店 238-0041 神奈川県 横須賀市本町２－１－１２ ショッパーズプラザ横須賀３Ｆ

くまざわ書店　久里浜店 239-0831 神奈川県 横須賀市久里浜４－４－１０ ウイング久里浜４Ｆ

文教堂書店　上白根店 241-0002 神奈川県 横浜市旭区上白根７１９



ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ケ峰駅前店 241-0022 神奈川県 横浜市旭区鶴ケ峰２－８２－１ ココロット鶴ケ峰２Ｆ

くまざわ書店　ジョイナステラス二俣川店 241-0821 神奈川県 横浜市旭区二俣川２－５０－１４ ＪＯＩＮＵＳ　ＴＥＲＲＡＣＥ５Ｆ

蔦屋書店　大和下鶴間店 242-0001 神奈川県 大和市下鶴間４２４４－２

くまざわ書店　大和鶴間店 242-0001 神奈川県 大和市下鶴間１－３－１ イトーヨーカドー大和鶴間店３Ｆ

文教堂書店　中央林間店 242-0007 神奈川県 大和市中央林間４－６－３　 エトモ中央林間２Ｆ

くまざわ書店　大和店 242-0017 神奈川県 大和市大和東１－１－１ プロス３Ｆ

アニメイト　本厚木店 243-0018 神奈川県 厚木市中町２－７－５ ｗａｍｉｌｅｓ　ｈｉｋａｒｉ　ＢＬＤ２Ｆ

くまざわ書店　本厚木店 243-0018 神奈川県 厚木市中町２－２－１ 小田急本厚木ミロード２　５Ｆ

有隣堂　厚木店 243-0018 神奈川県 厚木市中町２－６ 三成ほていやビル

蔦屋書店　厚木戸室店 243-0031 神奈川県 厚木市戸室５－６－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　愛甲石田店 243-0035 神奈川県 厚木市愛甲９４３－１ 諸星愛甲ビル１Ｆ

アニメイト　マルイファミリー海老名店 243-0432 神奈川県 海老名市中央１－６－１ マルイファミリー海老名５Ｆ

三省堂書店　海老名店 243-0432 神奈川県 海老名市中央１－１－１ ＶｉＮＡＷＡＬＫ一番館４Ｆ

有隣堂　ららぽーと海老名店 243-0482 神奈川県 海老名市扇町１３－１ ららぽーと海老名４Ｆ

蔦屋書店　厚木下依知店 243-0806 神奈川県 厚木市下依知１－８－８

文教堂書店　Ｒ４１２店 243-0816 神奈川県 厚木市林１－２－１０

有隣堂　戸塚モディ店 244-0003 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町１０ ラピス戸塚１ビル　戸塚モディ４Ｆ

有隣堂　東急プラザ戸塚店 244-0003 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町１６－１ 東急プラザ戸塚２Ｆ

リブロ　東戸塚店 244-0801 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町５３６－１ オーロラモール東戸塚アネックス７Ｆ

文教堂書店　立場店 245-0015 神奈川県 横浜市泉区中田西１－１ イトーヨーカドー立場店３Ｆ

文教堂書店　栄上郷店 247-0023 神奈川県 横浜市栄区長倉町１－１３８７－１

くまざわ書店　大船店 247-0056 神奈川県 鎌倉市大船１－２５－３０ 西友大船店６Ｆ

文教堂書店　鎌倉とうきゅう店 248-0006 神奈川県 鎌倉市小町１－２－１１ 鎌倉とうきゅう６Ｆ

いけだ書店　新逗子店 249-0006 神奈川県 逗子市逗子５－１－６ 京急新逗子駅ビルニート２Ｆ

アニメイト　小田原店 250-0011 神奈川県 小田原市栄町１－１４－４８ ジャンボーナックルＢ１

有隣堂　ラスカ小田原店 250-0011 神奈川県 小田原市栄町１－１－９ ラスカ小田原店５Ｆ

三省堂書店　小田原店 250-0045 神奈川県 小田原市城山１－１－１ ＪＲ東海小田原駅構内

文教堂書店　小田原店 250-0862 神奈川県 小田原市成田４６６

アニメイト　藤沢店 251-0026 神奈川県 藤沢市鵠沼東１－２ 藤沢プラザＢ１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　辻堂駅前店 251-0041 神奈川県 藤沢市辻堂神台１－２－１２ Ｌｕｚ湘南辻堂１Ｆ

有隣堂　テラスモール湘南店 251-0041 神奈川県 藤沢市辻堂神台１－３－１ テラスモール湘南４Ｆ　４０１区画

くまざわ書店　辻堂湘南モール店 251-0042 神奈川県 藤沢市辻堂新町４－１－１ 湘南モールＦＩＬＬ２Ｆ

有隣堂　トレアージュ白旗店 251-0052 神奈川県 藤沢市藤沢２－３－１５ トレアージュ白旗２Ｆ　Ｂ４区画

ジュンク堂書店　藤沢店 251-0052 神奈川県 藤沢市藤沢５５９ ビックカメラ７Ｆ・８Ｆ

有隣堂　藤沢店 251-0055 神奈川県 藤沢市南藤沢２－１－１ 名店ビル内

文教堂書店　ひばりが丘店 252-0003 神奈川県 座間市ひばりが丘１－４５－２１

文教堂書店　城山店 252-0102 神奈川県 相模原市緑区原宿２－８－１

有隣堂　ミウィ橋本店 252-0143 神奈川県 相模原市緑区橋本３－２８－１ ミウィ橋本４Ｆ

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店 252-0146 神奈川県 相模原市緑区大山町１－２２ アリオ橋本店１Ｆ

有隣堂　淵野辺店 252-0206 神奈川県 相模原市中央区淵野辺４－１６－３４

くまざわ書店　相模原店 252-0231 神奈川県 相模原市中央区相模原１－１－１９ 相模原ｉｔ’ｓ４Ｆ

文教堂書店　星ヶ丘店 252-0237 神奈川県 相模原市中央区千代田６－３ 千代田プラザ

ＴＳＵＴＡＹＡ　横山店 252-0242 神奈川県 相模原市中央区横山２－１６

くまざわ書店　相模大野店 252-0303 神奈川県 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

くまざわ書店　湘南台店 252-0815 神奈川県 藤沢市石川６－２－１ イトーヨーカドー湘南台店３Ｆ

文教堂書店　湘南とうきゅう店 252-0816 神奈川県 藤沢市遠藤字滝の沢６９８－１０ 湘南とうきゅう２Ｆ

くまざわ書店　綾瀬店 252-1103 神奈川県 綾瀬市深谷３７３４－１ 綾瀬タウンヒルズショッピングセンター２Ｆ

文教堂書店　茅ヶ崎円蔵店 253-0084 神奈川県 茅ヶ崎市円蔵１３４８－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店 254-0014 神奈川県 平塚市四之宮２－１２－８

文教堂書店　平塚駅店 254-0807 神奈川県 平塚市代官町１－１ エキスト湘南平塚３Ｆ

有隣堂　ららぽーと湘南平塚店 254-8510 神奈川県 平塚市天沼１０－１ ３Ｆ　３１０５０区画　ららぽーと湘南平塚

文教堂書店　平塚店 255-0001 神奈川県 中郡大磯町高麗３－２－２８

文教堂書店　秦野駅前店 257-0034 神奈川県 秦野市大秦町１－１

島屋書店 257-0055 神奈川県 秦野市鈴張町５－３０

文教堂書店　伊勢原店 259-1132 神奈川県 伊勢原市桜台１－３－３ 伊勢原コマ４Ｆ

宮脇書店　長岡店 940-0048 新潟県 長岡市台町２－４－５６ 越後交通ビル２Ｆ

アニメイト　長岡店 940-0061 新潟県 長岡市城内町２－７４９－１１ 今井ビル３Ｆ

蔦屋書店　長岡花園店 940-0847 新潟県 長岡市土合町小鴉９７外

蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店 940-0865 新潟県 長岡市四郎丸町字沖田２４０－１

蔦屋書店　長岡新保店 940-0875 新潟県 長岡市新保６－２２２

蔦屋書店　長岡古正寺店 940-2103 新潟県 長岡市古正寺町３５０

宮脇書店　イオン長岡店 940-2106 新潟県 長岡市古正寺１－２４９－１ イオン長岡店３Ｆ

くまざわ書店　長岡店 940-2108 新潟県 長岡市千秋２－２７８ リバーサイド千秋アピタモール２Ｆ

くまざわ書店　上越店 943-0146 新潟県 上越市樋場新町土地区画整理事業地内 １６街区３３外　バロー上越ＳＭ１Ｆ

蔦屋書店　上越インター店 943-0171 新潟県 上越市藤野新田１１７４－２

蔦屋書店　高田西店 943-0893 新潟県 上越市大貫４－４－２２

文教堂書店　新井店 944-0007 新潟県 妙高市栗原５－１－２６

蔦屋書店　柏崎岩上店 945-0811 新潟県 柏崎市岩上扇田２５１－１

蔦屋書店　小出店 946-0076 新潟県 魚沼市井口新田７０８

蔦屋書店　小千谷店 947-0042 新潟県 小千谷市平沢１－６３５－１

宮脇書店　小千谷店 947-0042 新潟県 小千谷市平沢新田字荒田３３９ イオン小千谷店２Ｆ

蔦屋書店　六日町店 949-6600 新潟県 南魚沼市余川３３２２－２

蔦屋書店　河渡店 950-0015 新潟県 新潟市東区河渡庚１６７

アニメイト　新潟店 950-0087 新潟県 新潟市中央区東大通１－８－５ アニメコミック館２Ｆ

くまざわ書店　新潟亀田店 950-0157 新潟県 新潟市江南区鵜ノ子４－４６６ アピタ新潟亀田店２Ｆ

蔦屋書店　横越バイパス店 950-0210 新潟県 新潟市江南区横越上町５－１－６

宮脇書店　新潟東店 950-0813 新潟県 新潟市東区大形本町３－１－２ イオン新潟東店２Ｆ

蔦屋書店　竹尾インター店 950-0893 新潟県 新潟市東区はなみずき３－３－１

蔦屋書店　新潟万代店 950-0908 新潟県 新潟市中央区幸西３－１－６

蔦屋書店　南笹口店 950-0912 新潟県 新潟市中央区南笹口２－３－４８

くまざわ書店　新潟デッキィ店 950-0973 新潟県 新潟市中央区上近江４－１２－２０ デッキィ４０１　Ｂ１Ｆ

蔦屋書店　新潟中央インター店 950-1151 新潟県 新潟市中央区湖南４－８

蔦屋書店　マーケットシティ白根店 950-1477 新潟県 新潟市南区田中２１

くまざわ書店　新潟西店 950-2023 新潟県 新潟市西区小新字白鳥４７４ アピタ新潟西店２Ｆ

蔦屋書店　新通店 950-2035 新潟県 新潟市西区新通１２７２

蔦屋書店　ペルパルレ寺尾店 950-2054 新潟県 新潟市西区寺尾東２－９－４３

蔦屋書店　豊栄店 950-3304 新潟県 新潟市北区木崎字尾山前９０１－１

蔦屋書店　佐和田店 952-1302 新潟県 佐渡市市野沢８２

蔦屋書店　新津店 956-0035 新潟県 新潟市秋葉区程島１８６５－１

蔦屋書店　新発田店 957-0063 新潟県 新発田市新栄町３－１－３１



蔦屋書店　県央店 959-1232 新潟県 燕市井土巻２－２２５

アニメイト　富山店 930-0004 富山県 富山市桜橋通り５－１３ 富山興銀ビルＢ１Ｆ

くまざわ書店　富山店 930-0835 富山県 富山市上冨居３－８－３８ アピタ富山東１Ｆ

喜久屋書店　高岡店 933-0813 富山県 高岡市下伏間江３８３ イオンモール高岡２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　砺波店 939-1386 富山県 砺波市幸町５－２６

ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店 920-0024 石川県 金沢市西念４－２５－８

アニメイト　金沢店 920-0997 石川県 金沢市竪町２４ ＢＥＬＳＥＬ３Ｆ

宮脇書店　イオン金沢店 920-3126 石川県 金沢市福久２－５８ イオン金沢店２Ｆ

アニメイト　福井店 910-0006 福井県 福井市中央１－８－１７ テアトルビル１Ｆ

文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店 910-0837 福井県 福井市高柳３－２２０３

ＴＳＵＴＡＹＡ　福井パリオ店 910-0852 福井県 福井市松城町９－７

ＴＳＵＴＡＹＡ　ワイプラザ武生店 915-0094 福井県 越前市横市町２８－１４－１ ワイプラザ２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　武生南店 915-0852 福井県 越前市松森町１６字東大塚５－１

文明堂書店　神明店 916-0029 福井県 鯖江市北野町１５－１

宮脇書店　小浜店 917-0075 福井県 小浜市南川町１９－１４

三洋堂書店　小浜店 917-0077 福井県 小浜市駅前町１３－２０

文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　若杉店 918-8055 福井県 福井市若杉１－３１０１

ＴＳＵＴＡＹＡ　春江店 919-0411 福井県 坂井市春江町藤鷲塚３８－１０－２

アニメイト　甲府店 400-0031 山梨県 甲府市丸の内１－１６－２０ ココリ２Ｆ

くまざわ書店　双葉店 400-0107 山梨県 甲斐市志田字柿木６４５－１ ラザウォーク甲斐双葉１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　南アルプスガーデン店 400-0305 山梨県 南アルプス市十五所６８５－３

ＴＳＵＴＡＹＡ　甲府バイパス店 400-0814 山梨県 甲府市上阿原町３７３

よむよむ　増坪店 400-0852 山梨県 甲府市住吉本町１１８８ イッツモア増坪店Ｃ棟

宮脇書店　韮崎店 407-0015 山梨県 韮崎市若宮２－２－２３ ライフガーデンにらさきＢ棟２Ｆ

アニメイト　長野店 380-0826 長野県 長野市北石堂町１４２９－１ ショッピングプラザａｇａｉｎ５Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　若里店 380-0928 長野県 長野市若里７－６－５

いけだ書店　長野店 381-0034 長野県 長野市高田字高田１７５８－１ ＭＥＧＡドン・キホーテ長野店２Ｆ

蔦屋書店　長野徳間店 381-0041 長野県 長野市徳間３２０４

蔦屋書店　長野川中島店 381-2217 長野県 長野市稲里町中央２－１２－１

蔦屋書店　須坂店 382-0045 長野県 須坂市井上７７０

蔦屋書店　中野店 383-0015 長野県 中野市吉田５５０

蔦屋書店　佐久野沢店 385-0053 長野県 佐久市野沢２４７

ＴＳＵＴＡＹＡ　上田バイパス店 386-0001 長野県 上田市上田１８４７－１

くまざわ書店　上田店 386-0025 長野県 上田市天神３－５－８ アリオ上田２Ｆ

蔦屋書店　上田大屋店 386-0152 長野県 上田市大屋２１９－５

蔦屋書店　上田しおだ野店 386-1103 長野県 上田市神畑１０５

蔦屋書店　千曲屋代店 387-0011 長野県 千曲市杭瀬下５－１

宮脇書店　軽井沢店 389-0207 長野県 北佐久郡御代田町馬瀬口２０８７－１８

ＴＳＵＴＡＹＡ　東松本店 390-0803 長野県 松本市元町１－２－１

アニメイト　松本店 390-0811 長野県 松本市中央１－１０－３０ 松本ＰＡＲＣＯ５Ｆ

文教堂　ＪＯＹ松本店 390-0815 長野県 松本市深志１－３－１１ コングロＭ　３Ｆ

宮脇書店　松本店 390-0827 長野県 松本市出川２－１０７－１ ネオパーク１Ｆ

くまざわ書店　南松本店 390-0834 長野県 松本市高宮中１－２０ イトーヨーカドー南松本店３Ｆ

蔦屋書店　諏訪中洲店 392-0015 長野県 諏訪市中洲５７６２－１

いけだ書店　伊那店 396-0021 長野県 伊那市伊那下川原５１９８ アピタ伊那店３Ｆ

蔦屋書店　大町店 398-0004 長野県 大町市常盤５８６８

ＴＳＵＴＡＹＡ　南松本店 399-0001 長野県 松本市宮田２－７

蔦屋書店　塩尻店 399-0702 長野県 塩尻市広丘野村１３６９

くまざわ書店　ＧＡＺＡ広丘店 399-0702 長野県 塩尻市広丘野村１６８８ コミュニティマーケットプラザＧＡＺＡ２Ｆ

三洋堂書店　駒ヶ根店 399-4117 長野県 駒ヶ根市赤穂１４６４２－１

宮脇書店　あづみ野店 399-8102 長野県 安曇野市三郷温２７１６－１

蔦屋書店　豊科店 399-8205 長野県 安曇野市豊科４９４６

三洋堂書店　市橋店 500-8381 岐阜県 岐阜市市橋２－７－１

アニメイト　岐阜店 500-8429 岐阜県 岐阜市加納清水町３－８－１ 日本泉ビル１Ｆ

ブックスイケダ　岐阜店 500-8462 岐阜県 岐阜市加納神明町６－１ アピタ岐阜店３Ｆ

三省堂書店　岐阜店 500-8856 岐阜県 岐阜市橋本町１－１０ アスティ岐阜３Ｆ

三洋堂書店　穂積店 501-0203 岐阜県 瑞穂市馬場上光町３－１

いけだ書店　北方店 501-0438 岐阜県 本巣郡北方町平成２－３４ アピタ北方店２Ｆ

三洋堂書店　大野店 501-0521 岐阜県 揖斐郡大野町黒野字東小奈良５７－１

三洋堂書店　本巣店 501-1203 岐阜県 本巣市文殊字天辺１００６－１

三洋堂書店　高富店 501-2105 岐阜県 山県市高富２４０５

三洋堂書店　芥見店 501-3133 岐阜県 岐阜市芥見南山２－１－８

三洋堂書店　新関店 501-3265 岐阜県 関市小瀬東長池２６６０

三洋堂書店　せき東店 501-3824 岐阜県 関市東新町６－３２８－１

三洋堂書店　大和店 501-4607 岐阜県 郡上市大和町徳永８２８－１

宮脇書店　柳津店 501-6104 岐阜県 岐阜市柳津町本郷４－１－１

くまざわ書店　柳津店 501-6115 岐阜県 岐阜市柳津町丸野３－３－６ カラフルタウン岐阜２Ｆ

三洋堂書店　長良店 502-0814 岐阜県 岐阜市福光西２－５－１６

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店 503-0015 岐阜県 大垣市林町６－８０－２１ アクアウォーク大垣２Ｆ

三洋堂書店　新大垣店 503-0015 岐阜県 大垣市林町７丁目北屋敷１０７２－１

三洋堂書店　南濃店 503-0536 岐阜県 海津市南濃町吉田７１２－１

喜久屋書店　大垣店 503-0808 岐阜県 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

ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店 503-0932 岐阜県 大垣市本今町字西ノ側１６３９－１

三洋堂書店　養老店 503-1314 岐阜県 養老郡養老町高田２２１７－１

三洋堂書店　垂井店 503-2112 岐阜県 不破郡垂井町綾戸４８３

三洋堂書店　各務原店 504-0832 岐阜県 各務原市蘇原花園町３－５２

くまざわ書店　美濃加茂店 505-0023 岐阜県 美濃加茂市野笹町２－５－６５ アピタ美濃加茂店２Ｆ

三洋堂書店　みのかも店 505-0036 岐阜県 美濃加茂市山手町１－９１

三洋堂書店　高山店 506-0825 岐阜県 高山市石浦町２－３９６

ＴＳＵＴＡＹＡ　多治見インター店 507-0052 岐阜県 多治見市光ケ丘４－５３－１

三洋堂書店　たじみ店 507-0053 岐阜県 多治見市若松町２－３６－１

三洋堂書店　多治見南店 507-0815 岐阜県 多治見市大畑町赤松９８－１０

三洋堂書店　ルビットタウン中津川店 508-0034 岐阜県 中津川市淀川町３－８ ルビットタウン内１Ｆ

三洋堂書店　中つ川店 508-0042 岐阜県 中津川市西宮町５－２３

草叢ＢＯＯＫＳ　各務原店 509-0141 岐阜県 各務原市鵜沼各務原町８－７ アピタ各務原１Ｆ

三洋堂書店　下恵土店 509-0203 岐阜県 可児市下恵土字広瀬５８９６

三洋堂書店　西可児店 509-0266 岐阜県 可児市帷子新町３－６４

三洋堂書店　川辺店 509-0305 岐阜県 加茂郡川辺町西栃井１７４０

三洋堂書店　こくふ店 509-4119 岐阜県 高山市国府町広瀬町１５７７

三洋堂書店　土岐店 509-5118 岐阜県 土岐市肥田浅野梅ノ木町１－４０



三洋堂書店　瑞浪中央店 509-6108 岐阜県 瑞浪市益見町３－１０７

三洋堂書店　新恵那店 509-7203 岐阜県 恵那市長島町正家９３２－１

コスモブックセンター 509-7205 岐阜県 恵那市長島町中野２－１－１５

ＴＳＵＴＡＹＡ　沼津学園通り店 410-0033 静岡県 沼津市杉崎町１３－５０

アニメイト　沼津店 410-0801 静岡県 沼津市大手町５－９－２１ マルトモビル１Ｆ

くまざわ書店　沼津店 410-0801 静岡県 沼津市大手町１－１－１ 沼津駅ビルアントレ２Ｆ

文教堂書店　大仁店 410-2315 静岡県 伊豆の国市田京１５２－３

くまざわ書店　三島店 411-0838 静岡県 三島市中田町９－３０ 日清プラザ　イトーヨーカドー３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店 411-0902 静岡県 駿東郡清水町玉川１５７－１

文教堂書店　伊東店 414-0051 静岡県 伊東市吉田１０２６

ＴＳＵＴＡＹＡ　富士本吉原店 417-0001 静岡県 富士市今泉１－１７－４１

アニメイト　イオンモール富士宮店 418-0032 静岡県 富士宮市浅間町１－８ イオンモール富士宮２Ｆ

大垣書店　イオンモール富士宮店 418-0032 静岡県 富士宮市浅間町１－８ イオンモール富士宮２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや函南店 419-0123 静岡県 田方郡函南町間宮３２９－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　函南店 419-0124 静岡県 田方郡函南町塚本１４３－１

蔦屋書店　静岡店 420-0031 静岡県 静岡市葵区呉服町１－２０－１０２

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店 420-0839 静岡県 静岡市葵区鷹匠１－１－１ 新静岡セノバ５Ｆ

アニメイト　静岡店 420-0852 静岡県 静岡市葵区紺屋町６－７ 静岡パルコ６Ｆ

文教堂　アニメガ静岡１０９店 420-0858 静岡県 静岡市葵区伝馬町６－１ ＳＨＩＺＵＯＫＡ１０９　４Ｆ

蔦屋書店　平和町店 420-0876 静岡県 静岡市葵区平和３－１８－１０

ＴＳＵＴＡＹＡ　グランリバー大井川店 421-0218 静岡県 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

ＴＳＵＴＡＹＡ　相良店 421-0526 静岡県 牧之原市大沢１－３

ＴＳＵＴＡＹＡ　押切店 424-0008 静岡県 静岡市清水区押切１４５６

ＴＳＵＴＡＹＡ　辻店 424-0806 静岡県 静岡市清水区辻１－６－１０

ＴＳＵＴＡＹＡ　清水春日店 424-0842 静岡県 静岡市清水区春日１－８－３０

ＢＯＯＫＳえみたす　焼津店 425-0086 静岡県 焼津市小土５６７－３

明屋書店　高林店 430-0907 静岡県 浜松市中区高林４－８－７

アニメイト　浜松店 430-0926 静岡県 浜松市中区砂山町６－１ 浜松メイワン４Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐鳴台店 432-8061 静岡県 浜松市西区入野町６２１－１

明屋書店　イケヤ高丘店 433-8117 静岡県 浜松市中区高丘東１－２－４０

ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ浜北店 434-0038 静岡県 浜松市浜北区貴布祢１２００ プレ葉ウォーク浜北１９８

ＴＳＵＴＡＹＡ　浜松中央店 435-0048 静岡県 浜松市東区上西町９０６

アニメイト　イオン浜松市野店 435-0052 静岡県 浜松市東区天王町諏訪１９８１－３ イオンモール浜松市野２Ｆ

宮脇書店　掛川店 436-0071 静岡県 掛川市仁藤４８－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　袋井国本店 437-0012 静岡県 袋井市国本２５４３－１

宮脇書店　新磐田浅羽店 437-1115 静岡県 袋井市湊９５１

ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや磐田南店 438-0047 静岡県 磐田市豊島３１５－１

明屋書店　イケヤ磐田東店 438-0088 静岡県 磐田市富士見台８－２３

アニメイト　豊橋店 440-0075 愛知県 豊橋市花田町西宿無番地 カルミアＢ１Ｆ

三洋堂書店　豊川店 442-0811 愛知県 豊川市馬場町宮脇１６６

ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店 444-0008 愛知県 岡崎市洞町的場１５－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店 444-0814 愛知県 岡崎市羽根町小豆坂３ ウイングタウン内

アニメイト　東岡崎店 444-0860 愛知県 岡崎市明大寺本町４－１４ 太田ビル２Ｆ

くまざわ書店　岡崎北店 444-0911 愛知県 岡崎市日名北町４－４６ アピタ岡崎北店２Ｆ

三洋堂書店　高浜店 444-1305 愛知県 高浜市神明町８－２０ Ｔぽーと２Ｆ

三洋堂書店　西尾店 445-0063 愛知県 西尾市今川町字馬捨場３１

くまざわ書店　三河安城店 446-0058 愛知県 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

いけだ書店　ザモール安城店 446-0065 愛知県 安城市大東町９－３１ ザモール安城２Ｆ

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　碧南店 447-0051 愛知県 碧南市東山町６－２４

三洋堂書店　碧南店 447-0874 愛知県 碧南市作塚町３－７４

宮脇書店　刈谷店 448-0007 愛知県 刈谷市東境町京和１ イオンタウン刈谷内

くまざわ書店　刈谷店 448-0841 愛知県 刈谷市南桜町２－５６－１ アピタ刈谷店３Ｆ

三省堂書店　名古屋本店 450-6608 愛知県 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

くまざわ書店　名西店 451-0064 愛知県 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

ＴＳＵＴＡＹＡ　上小田井店 452-0815 愛知県 名古屋市西区八筋町２８２－１

三洋堂書店　清洲店 452-0941 愛知県 清須市西市場５－５－１

アニメイト　名古屋店 453-0015 愛知県 名古屋市中村区椿町１８－４ 椿太閤ビル

三洋堂書店　中野橋店 454-0836 愛知県 名古屋市中川区福船町１－１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店 454-0961 愛知県 名古屋市中川区戸田明正２－１１０ バロー２Ｆ

いけだ書店　東海通店 455-0018 愛知県 名古屋市港区港明１－１０－２８

くまざわ書店　名古屋港店 455-0804 愛知県 名古屋市港区当知２－１５０１ ポートウォークみなと３Ｆ

三洋堂書店　当知店 455-0804 愛知県 名古屋市港区当知１－３０１

くまざわ書店　名古屋南店 457-0841 愛知県 名古屋市南区豊田４－９－４７ アピタ名古屋南店１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　南陽通店 457-0866 愛知県 名古屋市南区三条１－１０－４

くまざわ書店　鳴海店 458-0847 愛知県 名古屋市緑区浦里３－２３２ なるぱーく１Ｆ

アニメイト　イオンモール大高店 459-8001 愛知県 名古屋市緑区大高町奥平子１－１ イオンモール大高３Ｆ

ジュンク堂書店　名古屋栄店 460-0004 愛知県 名古屋市中区新栄町１－１　 明治安田生命名古屋ビルＢ１・Ｂ２Ｆ

アニメイト　栄店 460-0008 愛知県 名古屋市中区栄３－２９－１ 名古屋パルコ東館４Ｆ

ジュンク堂書店　ロフト名古屋店 460-0008 愛知県 名古屋市中区栄３－１８－１ ナディアパークビジネスセンタービルＢ１Ｆ

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　名古屋大須店 460-0011 愛知県 名古屋市中区大須３－１１－３４

三洋堂書店　上前津店 460-0011 愛知県 名古屋市中区大須３－１０－１６

アニメイト　金山店 460-0022 愛知県 名古屋市中区金山４－６－２７ 金山共同ビル２Ｆ

三洋堂書店　砂田橋店 461-0045 愛知県 名古屋市東区砂田橋１－１－１０ マックスバリュ砂田橋店内

くまざわ書店　アピタ名古屋北店 462-0032 愛知県 名古屋市北区辻町９－１ アピタ名古屋北店３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　瑠璃光町店 462-0866 愛知県 名古屋市北区瑠璃光町４－７

三洋堂書店　志段味店 463-0001 愛知県 名古屋市守山区上志段味土地区画整理内８３

草叢ＢＯＯＫＳ　新守山店 463-0070 愛知県 名古屋市守山区新守山２８３０ アピタ新守山店２Ｆ

くまざわ書店　千代田橋店 464-0011 愛知県 名古屋市千種区千代田橋２－１－１ アピタ千代田橋店３Ｆ

三洋堂書店　よもぎ店 465-0091 愛知県 名古屋市名東区よもぎ台１－７０３

三洋堂書店　いりなか店 466-0833 愛知県 名古屋市昭和区隼人町７－７

三洋堂書店　新開橋店 467-0856 愛知県 名古屋市瑞穂区新開町１８－２２

三洋堂書店　かぐ山店 470-0134 愛知県 日進市香久山４－２０１－３

ＴＳＵＴＡＹＡ　東浦店 470-2102 愛知県 知多郡東浦町緒川字上家左川１２３－１

くまざわ書店　阿久比店 470-2214 愛知県 知多郡阿久比町椋岡字徳吉１－１２ アピタ阿久比店２Ｆ

アニメイト　豊田店 471-0026 愛知県 豊田市若宮町２－７１ 若宮ビル１Ｆ

くまざわ書店　豊田店 471-0027 愛知県 豊田市喜多町１－１４０ ギャザビル３Ｆ

三洋堂書店　本新店 471-0046 愛知県 豊田市本新町８－５６－２

三洋堂書店　梅坪店 471-0071 愛知県 豊田市東梅坪町１－６０

三洋堂書店　知立店 472-0054 愛知県 知立市東上重原６－２－１

三洋堂書店　乙川店 475-0053 愛知県 半田市乙川内山町３１



三洋堂書店　半田店 475-0925 愛知県 半田市宮本町６－２０２－１１

ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店 475-0927 愛知県 半田市北二ツ坂町３－１－５

くまざわ書店　東海荒尾店 476-0003 愛知県 東海市荒尾町山王前２０ アピタ東海荒尾店２Ｆ

三洋堂書店　大田川店 477-0031 愛知県 東海市大田町畑間７－１

いけだ書店　大口店 480-0145 愛知県 丹羽郡大口町丸２－３６ アピタ大口店２Ｆ

三洋堂書店　大ぐち店 480-0146 愛知県 丹羽郡大口町余野３－１２０

くまざわ書店　長久手店 480-1124 愛知県 長久手市戸田谷９０１－１ アピタ長久手店２Ｆ

ＢＯＯＫＳえみたす　長久手店 480-1147 愛知県 長久手市市が洞２－１３１３

くまざわ書店　岩倉店 482-0024 愛知県 岩倉市旭町１－２５ アピタ岩倉店２Ｆ

三洋堂書店　江南店 483-8276 愛知県 江南市古知野町宮前１９４

ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ江南西店 483-8342 愛知県 江南市松竹町上野２０５ アピタ江南西店１Ｆ

くまざわ書店　犬山店 484-0073 愛知県 犬山市天神町１－１ 犬山キャスター２Ｆ

三洋堂書店　こまき店 485-0044 愛知県 小牧市常普請３－１９８

くまざわ書店　桃花台店 485-0814 愛知県 小牧市古雅１－１ ピアーレアピタ桃花台２Ｆ

三洋堂書店　鳥居松店 486-0844 愛知県 春日井市鳥居松町３－７９

ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店 486-0917 愛知県 春日井市美濃町２－３

ＴＳＵＴＡＹＡ　高蔵寺店 487-0021 愛知県 春日井市東神明町１－１２－８

三洋堂書店　城山店 488-0072 愛知県 尾張旭市新居町諏訪南１３０５

ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸共栄通店 489-0809 愛知県 瀬戸市共栄通３－１３

三洋堂書店　ひしの店 489-0877 愛知県 瀬戸市東赤重町１－１０７

ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店 489-0971 愛知県 瀬戸市西本地町２－２２２－１

光書店　ＴＳＵＴＡＹＡ大治店 490-1144 愛知県 海部郡大治町西條附田６０－１

文教堂書店　弥富店 490-1406 愛知県 弥富市鍋平２－３１

くまざわ書店　一宮店 491-0022 愛知県 一宮市両郷町１－２ テラスウォーク一宮２Ｆ

三省堂書店　一宮店 491-0858 愛知県 一宮市栄３－１－１ アスティ一宮

くまざわ書店　稲沢店 492-8275 愛知県 稲沢市天池五反田町１ アピタ稲沢２Ｆ

いけだ書店　木曽川店 493-0001 愛知県 一宮市木曽川町黒田八ノ通５１－４ アピタ木曽川店２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン弥富店 498-0014 愛知県 弥富市五明町蒲原１３７１－４ イオンタウン弥富ＳＣ内

アニメイト　四日市店 510-0075 三重県 四日市市安島１－２－１８ 三誠ビル４Ｆ

宮脇書店　四日市本店 510-0075 三重県 四日市市安島１－３－３１ ララスクエア四日市４Ｆ

三洋堂書店　サーキット通り店 510-0205 三重県 鈴鹿市稲生４－１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店 510-0822 三重県 四日市市芝田１－１０－３

ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店 510-0891 三重県 四日市市日永西２－１３－３

ブック・スクウェア　菰野店 510-1232 三重県 三重郡菰野町宿野３５７

三洋堂書店　富田店 510-8027 三重県 四日市市茂福６８０

丸善　四日市店 510-8585 三重県 四日市市諏訪栄町７－３４ 近鉄百貨店四日市地階

三洋堂書店　北勢店 511-0428 三重県 いなべ市北勢町阿下喜３３２６

三洋堂書店　桑名店 511-0811 三重県 桑名市東方字福島前７６４

ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名店 511-0839 三重県 桑名市安永字九区割１３５５－２

アニメイト　イオン桑名店 511-0863 三重県 桑名市新西方１－２２ イオン桑名ＳＣ１番街３Ｆ

三洋堂書店　星川店 511-0912 三重県 桑名市星川字十二８９９

ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名サンシパーク店 511-0947 三重県 桑名市大仲新田１５４ サンシパーク内

三洋堂書店　生桑店 512-0911 三重県 四日市市生桑町榎下２０１－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店 513-0806 三重県 鈴鹿市算所字山之相４１７－１　

ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿店 513-0824 三重県 鈴鹿市道伯町２５１５ フレスポ鈴鹿内

三洋堂書店　白塚店 514-0101 三重県 津市白塚町字鎌田３９２５－１

宮脇書店　津ハッピーブックス店 514-0834 三重県 津市大倉８－３６

三洋堂書店　芸濃店 514-2211 三重県 津市芸濃町椋本３０８３ イオンタウン芸濃ＳＣ内

くまざわ書店　松阪店 515-2121 三重県 松阪市市場庄町１２６６－１ アピタ松阪店１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店 516-0008 三重県 伊勢市船江１－１０－２１

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢上地店 516-0051 三重県 伊勢市上地町７７４－６

いけだ書店　伊賀上野店 518-0007 三重県 伊賀市服部町尾崎１７８８ アピタ伊賀上野店１Ｆ

三洋堂書店　名張店 518-0752 三重県 名張市蔵持町原出１７６４

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　Ｏｈ！Ｍｅ大津テラス店 520-0806 滋賀県 大津市打出浜１４－３０

大垣書店　フォレオ大津一里山店 520-2153 滋賀県 大津市一里山７－１－１ フォレオ大津一里山１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　甲西店 520-3222 滋賀県 湖南市吉永字中川原３５５－５

三洋堂書店　近江八幡店 523-0896 滋賀県 近江八幡市鷹飼町北２－３－４

宮脇書店　近江八幡店 523-0898 滋賀県 近江八幡市鷹飼町南３－７ イオン近江八幡ＳＣ一番街４Ｆ

宮脇書店　ピエリ守山店 524-0101 滋賀県 守山市今浜町２６２０－５ ピエリ守山内１Ｆ

アニメイト　アルプラザ草津店 525-0025 滋賀県 草津市西渋川１－２３－３０ アルプラザ草津２Ｆ

ジュンク堂書店　滋賀草津店 525-0032 滋賀県 草津市大路１－１－１ ガーデンシティ草津Ｂ１Ｆ

喜久屋書店　草津店 525-0067 滋賀県 草津市新浜町３００ イオンモール草津２Ｆ

いけだ書店　長浜店 526-0845 滋賀県 長浜市小堀町４５０ アルプラザ２Ｆ

三洋堂書店　長浜店 526-0845 滋賀県 長浜市小堀町４２４

三洋堂書店　八日市店 527-0013 滋賀県 東近江市東中野町４－２３

ＴＳＵＴＡＹＡ三宝堂　水口店 528-0005 滋賀県 甲賀市水口町水口５５５５ アヤハプラザ内

大垣書店　水口店 528-0005 滋賀県 甲賀市水口町水口６０８４－１ 西友水口店２Ｆ

三洋堂書店　高月店 529-0261 滋賀県 長浜市高月町東物部字三安１１２－１

文教堂書店　京都店 600-8005 京都府 京都市下京区四条通柳馬場東入 エイシンビル１～３Ｆ

くまざわ書店　四条烏丸店 600-8008 京都府 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

くまざわ書店　京都ポルタ店 600-8216 京都府 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

大垣書店　京都ヨドバシ店 600-8216 京都府 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

大垣書店　高島屋京都店 600-8520 京都府 京都市下京区四条通河原町西入ル真町５２ 高島屋京都店６Ｆ

平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク店 600-8815 京都府 京都市下京区中堂寺粟田町９１ 京都リサーチパーク９号館

大垣書店　醍醐店 601-1375 京都府 京都市伏見区醍醐高畑町３０－１ パセオダイゴロー西館３Ｆ

アニメイト　アバンティ京都店 601-8003 京都府 京都市南区東九条西山王町３１ アバンティ６Ｆ

大垣書店　イオンモール京都桂川店 601-8211 京都府 京都市南区久世高田町３７６ イオンモール京都桂川店１Ｆ

大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店 601-8417 京都府 京都市南区西九条鳥居口町１ イオンモールＫＹＯＴＯ　Ｋａｅｄｅ館２Ｆ

大垣書店　ビブレ店 603-8142 京都府 京都市北区小山北上総町４９－１ 北大路ビブレ４Ｆ

大垣書店　仏教大学書籍部 603-8301 京都府 京都市北区紫野北花ノ坊町９６ 仏教大学内

ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店 604-8032 京都府 京都市中京区河原町三条下ル２丁目山崎町２５１ 京都ＢＡＬ　Ｂ１・２

喜久屋書店　漫画館京都店 604-8045 京都府 京都市中京区寺町通蛸薬師下ル円福寺前町 ２７０

アニメイト　京都店 604-8046 京都府 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

大垣書店　四条店 604-8153 京都府 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町６８９ 京都御幸ビル２Ｆ

大垣書店　烏丸三条店 604-8166 京都府 京都市中京区烏丸通三条上ル御倉町８５－１ ＫＤＸ烏丸ビル１Ｆ

大垣書店　Ｋｏｔｏｃｈｉｋａ御池店 604-8171 京都府 京都市中京区虎屋町　地先 地下１Ｆ

大垣書店　二条駅店 604-8415 京都府 京都市中京区西ノ京栂尾町１－６ ＢｉＶｉ二条１Ｆ

大垣書店　高野店 606-8107 京都府 京都市左京区高野東開町２０

ブックパル文苑　山科店 607-8075 京都府 京都市山科区音羽野田町１ 西友山科店３Ｆ

くまざわ書店　桃山店 612-8002 京都府 京都市伏見区桃山町山ノ下３２ ＭＯＭＯテラス２Ｆ



大垣書店　伏見店 612-8487 京都府 京都市伏見区羽束師菱川町３３４－１

大垣書店　イオンモール京都五条店 615-0035 京都府 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

大垣書店　京都ファミリー店 615-0072 京都府 京都市右京区山ノ内池尻町１－１ 京都ファミリー３Ｆ

大垣書店　ブックパル　桂南店 615-8102 京都府 京都市西京区川島松ノ木本町６－１

大垣書店　ＢＰ五条店 615-8223 京都府 京都市西京区上桂前田町２２－３

宮脇書店　木津川店 619-0216 京都府 木津川市州見台１－１－１－１ ガーデンモール木津川２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　精華台店 619-0238 京都府 相楽郡精華町精華台３－１２－４

アカデミア　けいはんな店 619-0238 京都府 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

宮脇書店　イオン福知山店 620-0922 京都府 福知山市岩井７９－８ イオン福知山店２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ　福知山店 620-0933 京都府 福知山市東羽合１４９

ＴＳＵＴＡＹＡ　亀岡店 621-0822 京都府 亀岡市篠町野条馬場３５－１

大垣書店　亀岡店 621-0822 京都府 亀岡市篠町野条上又１１－１ アルプラザ亀岡３Ｆ

三洋堂書店　豊さと店 529-1175 滋賀県 犬上郡豊郷町沢２５０－１ アストパワーセンター内

ジュンク堂書店　大阪本店 530-0003 大阪府 大阪市北区堂島１－６－２０ 堂島アバンザ内１～３Ｆ

文教堂　中之島フェスティバルプラザ店 530-0005 大阪府 大阪市北区中之島２－３－１８ フェスティバルプラザＢ１Ｆ

文教堂　ＪＯＹ梅田ロフト店 530-0013 大阪府 大阪市北区茶屋町１６－７ 梅田ロフト７Ｆ

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 530-0013 大阪府 大阪市北区茶屋町７－２０ チャスカ茶屋町Ｂ１Ｆ～７Ｆ

アニメイト　梅田店 530-0015 大阪府 大阪市北区中崎西２－４－１２ 梅田センタービルＢ１Ｆ

リブロ　新大阪店 532-0011 大阪府 大阪市淀川区西中島５－１６－１ ＪＲ新大阪駅２Ｆ　アルデ新大阪

田村書店　上新庄店 533-0006 大阪府 大阪市東淀川区上新庄２－２４－２４ 阪急プラザ内

アニメイト　京橋店 534-0024 大阪府 大阪市都島区東野田町１－６－１６ ワタヤ・コスモスビル２Ｆ

キャップ書店　千林店 535-0002 大阪府 大阪市旭区大宮３－１９－３ サンベルファム１Ｆ

文教堂書店　淀屋橋店 541-0042 大阪府 大阪市中央区今橋４－１－１ 淀屋橋ｏｄｏｎａ　Ｂ２０９

ＴＳＵＴＡＹＡ　戎橋店 542-0071 大阪府 大阪市中央区道頓堀１－８－１９ 浪速道頓堀ビル

喜久屋書店　東急ハンズ心斎橋店 542-0081 大阪府 大阪市中央区南船場３－４－１２ 東急ハンズ心斎橋店Ｂ１Ｆ

ＪＱ　ＳＴＯＲＥ　心斎橋ＯＰＡ店 542-0086 大阪府 大阪市中央区西心斎橋１－９－２ 心斎橋ＯＰＡきれい館Ｂ１Ｆ

くまざわ書店　天王寺店 543-0055 大阪府 大阪市天王寺区悲田院町１０－４８ 天王寺ミオプラザ館３Ｆ

ジュンク堂書店　上本町店 543-8543 大阪府 大阪市天王寺区上本町６－１－５５ 近鉄百貨店上本町店内

ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店 545-0052 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋２－１－３４

アニメイト　天王寺店 545-0052 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－４－７ エコーアクロスビル３Ｆ

くまざわ書店　阿倍野店 545-0052 大阪府 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

喜久屋書店　漫画館阿倍野店 545-0052 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１ あべのルシアス２Ｆ

ジュンク堂書店　近鉄あべのハルカス店 545-8545 大阪府 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７Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　針中野店 546-0013 大阪府 大阪市東住吉区湯里１－１－６

ＴＳＵＴＡＹＡ　大正千島店 551-0003 大阪府 大阪市大正区千島３－１３－２０

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＪＲ野田店 553-0006 大阪府 大阪市福島区吉野３－１

田村書店　西九条店 554-0012 大阪府 大阪市此花区西九条１－３２－１７

アニメイト　大阪日本橋店 556-0004 大阪府 大阪市浪速区日本橋西１－１－３ アニメイトビル１・２Ｆ

くまざわ書店　なんばパークス店 556-0011 大阪府 大阪市浪速区難波中２－１０－７０ なんばパークス５Ｆ

ジュンク堂書店　難波店 556-0017 大阪府 大阪市浪速区湊町１－２－３ マルイト難波ビル３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　住之江店 559-0024 大阪府 大阪市住之江区新北島６－１－５５

大垣書店　豊中緑丘店 560-0002 大阪府 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

田村書店　千里中央店 560-0082 大阪府 豊中市新千里東町１－３－３２１ せんちゅうパル３Ｆ・４Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　上新田店 560-0085 大阪府 豊中市上新田４－２９－１３

田村書店　緑地店 561-0872 大阪府 豊中市寺内２－４ 緑地駅１番街

ブックパルデューク書店　箕面店 562-0044 大阪府 箕面市半町４－２－３３

田村書店　吹田さんくす店 564-0027 大阪府 吹田市朝日町２－１５１ 吹田さんくす２番館１Ｆ

リブロ　江坂店 564-0051 大阪府 吹田市豊津町９－１ 江坂東洋ビル２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 565-0826 大阪府 吹田市千里万博公園２－１ ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ２Ｆ

田村書店　千里丘店 566-0001 大阪府 摂津市千里丘１－１ 千里丘駅東口ビル

コジマブックス　文教堂　茨木店 567-0829 大阪府 茨木市双葉町５－３ コジマＮＥＷ茨木店３Ｆ

田村書店　南茨木店 567-0876 大阪府 茨木市天王２－５－１０ 阪急グリーンプラザ内

ＴＳＵＴＡＹＡ　高槻南店 569-0064 大阪府 高槻市庄所町１０－１０

アニメイト　高槻店 569-0071 大阪府 高槻市城北町２－３－３ 城北フジビル３Ｆ

ジュンク堂書店　高槻店 569-0804 大阪府 高槻市紺屋町１－１ グリーンプラザたかつき１号館３Ｆ

大垣書店　高槻店 569-1123 大阪府 高槻市芥川町１－２　Ｃ－１１５号

田村書店　富田店 569-1144 大阪府 高槻市大畑町１３－１ ダイエー摂津冨田店

ＴＳＵＴＡＹＡ　香里園店 572-0085 大阪府 寝屋川市香里新町３１－１７

ＴＳＵＴＡＹＡ　ビバモール寝屋川店 572-0855 大阪府 寝屋川市寝屋南２－２２－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＧＡＲＡＧＥ　枚方ベルパルレ 573-0022 大阪府 枚方市宮之阪４－２８－１２

アニメイト　枚方店 573-0031 大阪府 枚方市岡本町７－１ ビオルネ５Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　東香里店 573-0075 大阪府 枚方市東香里３－３－１３

ＴＳＵＴＡＹＡ　長尾店 573-0164 大阪府 枚方市長尾谷町２－１２－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　牧野高校前店 573-1124 大阪府 枚方市養父東町５８

文教堂書店　住道店 574-0026 大阪府 大東市住道２－３－１ ギャレカサレス住道２Ｆ

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店 574-0046 大阪府 大東市赤井１－４－１ 京阪百貨店３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ノ里店 577-0801 大阪府 東大阪市小阪３－１－１１　Ｅ－１号

アニメイト　布施店 577-0841 大阪府 東大阪市足代３－１－６ コミックランドヒバリヤ　２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　瓢箪山駅前店 579-8058 大阪府 東大阪市神田町１－１５

ＴＳＵＴＡＹＡ　天美店 580-0034 大阪府 松原市天美西４－２－１５

ＴＳＵＴＡＹＡ　八尾老原店 581-0092 大阪府 八尾市老原１－１３－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　リノアス八尾店 581-0803 大阪府 八尾市光町２－６０ リノアス１Ｆ

丸善　八尾アリオ店 581-0803 大阪府 八尾市光町２－３ アリオ八尾３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　藤井寺駅前店 583-0027 大阪府 藤井寺市岡２－８－４１ ソリヤ１Ｆ

喜久屋書店　富田林店 584-0082 大阪府 富田林市向陽台３－１－１ エコールロゼ３Ｆ

キャップ書店　河内長野店 586-0015 大阪府 河内長野市本町２４－１ ノバティ長野北館４Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　堺南店 590-0821 大阪府 堺市堺区大仙西町６－１８４－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　堺プラットプラット店 590-0985 大阪府 堺市堺区戎島町３－２２－１ プラットプラット２Ｆ

くまざわ書店　津久野店 593-8329 大阪府 堺市西区下田町２０－１ イトーヨーカドー津久野店２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉観音寺店 594-0065 大阪府 和泉市観音寺町７１７－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉２６号線店 594-0082 大阪府 和泉市富秋町２－８－１７

田村書店　ららぽーと和泉店 594-1157 大阪府 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

ＴＳＵＴＡＹＡ　貝塚２６号線店 597-0082 大阪府 貝塚市石才１６３

ＴＳＵＴＡＹＡ　泉佐野店 598-0013 大阪府 泉佐野市中町３－６５８７－１

宮脇書店　泉佐野店 598-0062 大阪府 泉佐野市下瓦屋２－２－７７ ショッパーズモール泉佐野店２Ｆ

アニメイト　三宮店 650-0021 兵庫県 神戸市中央区三宮町１－９－１－３０９ センタープラザビル３Ｆ

アニメガ　三宮店 650-0021 兵庫県 神戸市中央区三宮町１－９－１－２０１－２ センタープラザ２Ｆ

ジュンク堂書店　神戸さんちか店 650-0021 兵庫県 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

ジュンク堂書店　三宮店 650-0021 兵庫県 神戸市中央区三宮町１－６－１８

大垣書店　プリコ神戸店 650-0025 兵庫県 神戸市中央区相生町３－１－１ ＰＬｉＣＯ神戸内



大垣書店　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店 650-0044 兵庫県 神戸市中央区東川崎町１－７－２ ｕｍｉｅ　ＮＯＲＴＨ　ＭＡＬＬ５Ｆ

ジュンク堂書店　三宮駅前店 651-0096 兵庫県 神戸市中央区雲井通６－１－１５ サンシティビル７Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　西鈴蘭台店 651-1131 兵庫県 神戸市北区北五葉１－１３－１ ウエストベル内

喜久屋書店　神戸北町店 651-1233 兵庫県 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

ＴＳＵＴＡＹＡ　藤原台店 651-1302 兵庫県 神戸市北区藤原台中町１－４－１

喜久屋書店　北神戸店 651-1515 兵庫県 神戸市北区上津台８－１－１ イオンモール神戸北２Ｆ

喜久屋書店　神戸学園都市店 651-2103 兵庫県 神戸市西区学園西町１－４ キャンパススクェア内

ブックフォーラム　伊川谷店 651-2111 兵庫県 神戸市西区池上３－３－１ コープデイズ伊川谷３Ｆ

田村書店　神戸伊川谷店 651-2113 兵庫県 神戸市西区伊川谷町有瀬５４１－１

喜久屋書店　西神中央店 651-2273 兵庫県 神戸市西区糀台５－２－３ プレンティ１番館３Ｆ

喜久屋書店　神戸南店 652-0844 兵庫県 神戸市兵庫区中之島２－１－１ イオンモール神戸南２Ｆ

キクヤ事業本部　本社 652-0846 兵庫県 神戸市兵庫区出在家町２－２－２１

喜久屋書店　東急プラザ新長田店 653-0038 兵庫県 神戸市長田区若松町５－５－１ 東急プラザ新長田２Ｆ

喜久屋書店　名谷店 654-0154 兵庫県 神戸市須磨区中落合２－３－１ 市営地下鉄名谷駅内

喜久屋書店　須磨パティオ店 654-0154 兵庫県 神戸市須磨区中落合２－２－３ 須磨パティオ３番館２Ｆ

ジュンク堂書店　舞子店 655-0047 兵庫県 神戸市垂水区東舞子町１０－１－３０１ Ｔｉｏ舞子３Ｆ

宮脇書店　洲本店 656-0021 兵庫県 洲本市塩屋１－１－８ イオン洲本２Ｆ

宮脇書店　新広田店 656-0121 兵庫県 南あわじ市山添２６０

ＴＳＵＴＡＹＡ　六甲道店 657-0027 兵庫県 神戸市灘区永手町４－１－１ プリコ六甲道東館

ジュンク堂書店　神戸住吉店 658-0051 兵庫県 神戸市東灘区住吉本町１－２－１ 住吉ターミナルビル４Ｆ

ジュンク堂書店　芦屋店 659-0092 兵庫県 芦屋市大原町９－１－３０４ ラポルテ東館３Ｆ

キャップ書店　立花店 660-0052 兵庫県 尼崎市七松町１－１－１ 立花ジョイタウン３Ｆ

三和書房 660-0882 兵庫県 尼崎市昭和南通７－１６１

田村書店　武庫之荘北店 661-0035 兵庫県 尼崎市武庫之荘１－２－１０

くまざわ書店　あまがさき店 661-0976 兵庫県 尼崎市潮江１－３－１ あまがさきキューズモール３Ｆ

宮脇書店　マルナカ西宮店 662-0923 兵庫県 西宮市浜松原町２１－１

宮脇書店　西宮店 663-8031 兵庫県 西宮市伏原町２－５４

ジュンク堂書店　西宮店 663-8035 兵庫県 西宮市北口町１－１ アクタ西宮西館４Ｆ

くまざわ書店　コロワ甲子園店 663-8166 兵庫県 西宮市甲子園高潮町３－３ Ｃｏｒｏｗａ甲子園Ｂ１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　阪急伊丹駅前店 664-0851 兵庫県 伊丹市中央１－１－１ 伊丹ショッピングデパートＢ１Ｆ

キャップ書店　逆瀬川店 665-0035 兵庫県 宝塚市逆瀬川１－２－１ アピア１　１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　宝塚店 665-0835 兵庫県 宝塚市旭町２－１－８

アニメイト　川西店 666-0033 兵庫県 川西市栄町１４－１８ 辻輪ビル１Ｆ

田村書店　川西店 666-0033 兵庫県 川西市栄町２５－１ アステ川西２Ｆ

田村書店　猪名川店 666-0257 兵庫県 川辺郡猪名川町白金２－１ イオン猪名川店内

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ　豊岡店 668-0031 兵庫県 豊岡市大手町７－３０

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　新三田店 669-1515 兵庫県 三田市大原２１３－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　篠山店 669-2202 兵庫県 篠山市東吹字行石ノ坪４０６－１

喜久屋書店　辻井店 670-0084 兵庫県 姫路市東辻井３－１５９－７ ヤマダストア２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路広峰店 670-0882 兵庫県 姫路市広峰１－１－３０

ジュンク堂書店　姫路店 670-0914 兵庫県 姫路市豆腐町２２２ ピオレ姫路２　２Ｆ

アニメイト　姫路店 670-0926 兵庫県 姫路市東駅前町５４ ハリマセンタービル１Ｆ

宮脇書店　姫路店 670-0966 兵庫県 姫路市延末４３５－３ イオンタウン姫路店１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　熊見店 671-1141 兵庫県 姫路市大津区西土井２８７

ＴＳＵＴＡＹＡ　太子店 671-1521 兵庫県 揖保郡太子町東出２５０－５

ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路飾磨店 672-8079 兵庫県 姫路市飾磨区今在家７－８８

ＴＳＵＴＡＹＡ　西明石店 673-0047 兵庫県 明石市藤江中谷９２８

ジュンク堂書店　明石店 673-0891 兵庫県 明石市大明石町１－６－１ パピオスあかし２Ｆ

喜久屋書店　明石駅ビル店 673-0891 兵庫県 明石市大明石町１－１－２３ ピオレ明石西館１Ｆ

アニメイト　イオン明石店 674-0068 兵庫県 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

くまざわ書店　明石店 674-0095 兵庫県 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

宮脇書店　加古川店 675-0052 兵庫県 加古川市東神吉町出河原８６２ イオンタウン加古川内

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　パークタウン加古川ミーツテラス 675-0066 兵庫県 加古川市加古川町寺家町２６９－１

くまざわ書店　加古川店 675-0124 兵庫県 加古川市別府町緑町２ イトーヨーカドー加古川店３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　高砂米田店 676-0807 兵庫県 高砂市米田町島２３

ＴＳＵＴＡＹＡ　西脇店 677-0044 兵庫県 西脇市上野１８５－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　フレスポ赤穂店 678-0232 兵庫県 赤穂市中広２－８ フレスポ赤穂

宮脇書店　奈良店 630-8012 奈良県 奈良市二条大路南１－３－１ ミ・ナーラ３Ｆ

喜久屋書店　奈良駅店 630-8122 奈良県 奈良市三条本町１－１ ビエラ奈良２Ｆ

三洋堂書店　大安寺店 630-8141 奈良県 奈良市南京終町２－２８５

アニメイト　奈良店 630-8224 奈良県 奈良市角振町２６ いせやビル３Ｆ

ジュンク堂書店　奈良店 631-0821 奈良県 奈良市西大寺東町２－４－１ ならファミリー専門店街４Ｆ

三洋堂書店　桜井店 633-0061 奈良県 桜井市上之庄３１５

三洋堂書店　榛原店 633-0241 奈良県 宇陀市榛原区下井足１０７－２

三洋堂書店　橿原神宮店 634-0045 奈良県 橿原市石川町３－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　アクロスプラザ橿原店 634-0831 奈良県 橿原市曽我町４５－１

喜久屋書店　橿原店 634-0837 奈良県 橿原市曲川町７－２０－１ イオンモール橿原３Ｆ

宮脇書店　大和高田店 635-0015 奈良県 大和高田市幸町３－１８ オークタウン大和高田店内

キャップ書店　王寺店 636-0003 奈良県 北葛城郡王寺町久度２－２－１ リーベル王寺東館３Ｆ

三洋堂書店　平群店 636-0904 奈良県 生駒郡平群町三里７２８－１

三洋堂書店　香芝店 639-0224 奈良県 香芝市別所１２３－１

喜久屋書店　大和郡山店 639-1101 奈良県 大和郡山市下三橋町７４１ イオンモール大和郡山２Ｆ

宮脇書店　ロイネット和歌山店 640-8156 和歌山県 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

アニメイト　和歌山店 640-8331 和歌山県 和歌山市美園町５－３－１ 雑村ビル１Ｆ

くまざわ書店　和歌山ＭＩＯ店 640-8331 和歌山県 和歌山市美園町５－６１ 和歌山ＭＩＯ４Ｆ

今井書店　田園町店 680-0803 鳥取県 鳥取市田園町４－３３６

宮脇書店　イオン鳥取店 680-0847 鳥取県 鳥取市天神町１ イオン鳥取店２Ｆ

今井書店　吉成コミック店 680-0874 鳥取県 鳥取市叶３１０

宮脇書店　鳥取店 680-0904 鳥取県 鳥取市晩稲１００－１ イオン鳥取北店モール棟２Ｆ

今井書店　湖山メディア館 680-0942 鳥取県 鳥取市湖山町東４－８２

今井書店　倉吉パープルタウン店 682-0023 鳥取県 倉吉市山根５５７－１ 倉吉ＳＣパープルタウン２Ｆ

今井書店　倉吉店 682-0806 鳥取県 倉吉市昭和町２－２５４

アニメイト　イオン米子駅前店 683-0043 鳥取県 米子市末広町３１１ イオン米子駅前店２Ｆ

本の学校　今井ブックセンター 683-0801 鳥取県 米子市新開２－３－１０

今井書店　錦町店 683-0811 鳥取県 米子市錦町３－９０

ＴＳＵＴＡＹＡ　角盤町店 683-0812 鳥取県 米子市角盤町４－４１

ＴＳＵＴＡＹＡ　弓ヶ浜店 683-0851 鳥取県 米子市夜見町２９３７－３

今井書店　境港店 684-0033 鳥取県 境港市上道町３２９７

今井書店　アプト店 689-2301 鳥取県 東伯郡琴浦町八橋３７１ アプト内

アニメイト　イオン松江店 690-0001 島根県 松江市東朝日町１５１ イオン松江ショッピングセンター１Ｆ



今井書店グループセンター店 690-0058 島根県 松江市田和山町８８

今井書店　学園通り店 690-0825 島根県 松江市学園２－３３－８

今井書店　安来プラーナ店 692-0011 島根県 安来市安来町７６１－４ 安来プラーナ店内

今井書店　ＡＲＥＡ 693-0004 島根県 出雲市渡橋町１０６６ イオンモール出雲３Ｆ

今井書店　ゆめタウン出雲店 693-0063 島根県 出雲市大塚町６５０－１ ゆめタウン出雲店２Ｆ

今井書店　出雲店 693-0066 島根県 出雲市高岡町１２３７－１

今井書店　ゆめタウン浜田店 697-0052 島根県 浜田市港町２２－７－１ イズミゆめタウン浜田店３Ｆ

今井書店　木次マルシェリーズ店 699-1311 島根県 雲南市木次町里方３０－２

三省堂書店　岡山駅店 700-0024 岡山県 岡山市北区駅元町１－１ サンステーションテラス岡山北館２Ｆ

宮脇書店　岡北店 700-0804 岡山県 岡山市北区中井町２－２－７ 天満屋ハピータウン岡北店３Ｆ

丸善　岡山シンフォニービル店 700-0822 岡山県 岡山市北区表町１－５－１ 岡山シンフォニービル地下１階

ＴＳＵＴＡＹＡ　十日市店 700-0866 岡山県 岡山市北区岡南町２－２９９－１

アニメイト　岡山店 700-0901 岡山県 岡山市北区本町６－３０ 第一セントラルビル２号館４Ｆ

フタバ図書　ＭＥＧＡ岡山青江店 700-0944 岡山県 岡山市南区泉田２２－３

啓文社　岡山本店 700-0973 岡山県 岡山市北区下中野３７７－１

宮脇書店　岡山本店 700-0975 岡山県 岡山市北区今３－２３－１０３

宮脇書店　倉敷店 701-0112 岡山県 倉敷市下庄字江又６４６－１

宮脇書店　倉敷マスカット店 701-0114 岡山県 倉敷市松島１１５４－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　新古新田店 701-0203 岡山県 岡山市南区古新田１２４７－１

宮脇書店　邑久店 701-4221 岡山県 瀬戸内市邑久町尾張２６８ イズミゆめタウン邑久店２Ｆ

宮脇書店　新東岡山店 703-8228 岡山県 岡山市中区乙多見９５－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　高屋店 703-8233 岡山県 岡山市中区高屋字大田５０

宮脇書店　新原尾島店 703-8235 岡山県 岡山市中区原尾島１－６－２０

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ平井店 703-8282 岡山県 岡山市中区平井７－１８－１６

宮脇書店　備前店 705-0001 岡山県 備前市伊部２３９２

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ玉野店 706-0011 岡山県 玉野市宇野１－１１－１

宮脇書店　マルナカ美作店 707-0015 岡山県 美作市豊国原１０１７－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックスウエストランド店 708-0013 岡山県 津山市二宮７１

宮脇書店　新平島店 709-0631 岡山県 岡山市東区東平島１００１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　山陽店 709-0816 岡山県 赤磐市下市４１３－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　中庄店 710-0003 岡山県 倉敷市平田９３６－１

宮脇書店　倉敷駅ビル店 710-0055 岡山県 倉敷市阿知１－１－１ さんすて倉敷２Ｆ

喜久屋書店　倉敷店 710-0802 岡山県 倉敷市水江１ イオンモール倉敷２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　中島店 710-0803 岡山県 倉敷市中島２２３６－１０３

宮脇書店　中島店 710-0803 岡山県 倉敷市中島２７８０－１ スーパーマルナカ中島店１Ｆ

宮脇書店　ゆめタウン倉敷店 710-0834 岡山県 倉敷市笹沖１２７４－１ ゆめタウン倉敷３Ｆ

宮脇書店　笹沖店 710-0834 岡山県 倉敷市笹沖４－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　児島店 711-0906 岡山県 倉敷市児島下の町２－１－５８

宮脇書店　児島店 711-0921 岡山県 倉敷市児島駅前２－３５ 天満屋ハッピータウン児島店２Ｆ

宮脇書店　連島店 712-8011 岡山県 倉敷市連島町連島４５２－１ Ｐモール連島内

宮脇書店　笠岡店 714-0041 岡山県 笠岡市入江５６－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　笠岡富岡店 714-0092 岡山県 笠岡市富岡２３３－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　井原店 715-0024 岡山県 井原市高屋町３－２４－２

宮脇書店　新見店 718-0003 岡山県 新見市高尾２４６８－１

宮脇書店　鴨方店 719-0243 岡山県 浅口市鴨方町鴨方９５０－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　総社東店 719-1125 岡山県 総社市井手１２５７

アニメイト　福山店 720-0065 広島県 福山市東桜町１－１ アイネスフクヤマＢ１Ｆ

くまざわ書店　福山店 720-0067 広島県 福山市西町１－１－１ エフピコＲｉＭ１Ｆ

啓文社　ポートプラザ店 720-0801 広島県 福山市入船町３－１－２５ 天満屋ハピータウン１Ｆ

啓文社　ＢＯＯＫＳ　ＰＬＵＳ　緑町 720-0804 広島県 福山市緑町１－３０ みどり町モール内

宮脇書店　福山多治米店 720-0824 広島県 福山市多治米町４－１１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　駅家店 720-1133 広島県 福山市駅家町近田１０４

ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン神辺店 720-2107 広島県 福山市神辺町新道上２－１０－２６ フジグラン神辺店２Ｆ

啓文社　コア神辺店 720-2123 広島県 福山市神辺町川北１５３３

啓文社　コア春日店 721-0907 広島県 福山市春日町５－１－３

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢丘店 721-0915 広島県 福山市伊勢丘３－１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　新涯店 721-0955 広島県 福山市新涯町３－２１－１１

フタバ図書　ＡＬＴｉ福山本店 721-0961 広島県 福山市明神町１－１４－２０

啓文社　新浜店 722-0014 広島県 尾道市新浜１－２－１７ キッスロード内

啓文社　イオン三原店 723-0014 広島県 三原市城町２－１３－１ イオン三原店２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　竹原店 725-0012 広島県 竹原市下野町３６１１

ＴＳＵＴＡＹＡ　府中高木店 726-0013 広島県 府中市高木町４１４－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　松永店 729-0104 広島県 福山市松永町６－８－１８

啓文社　コア福山西店 729-0106 広島県 福山市高西町４－３－６１

ＭＡＲＵＺＥＮ　広島店 730-0021 広島県 広島市中区胡町５－２２ 天満屋広島八丁堀ビル７Ｆ・８Ｆ

フタバ図書　八丁堀店 730-0033 広島県 広島市中区堀川町６－１８

アニメイト　広島店 730-0051 広島県 広島市中区大手町２－３－１ アニメイトビル２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン緑井店 731-0103 広島県 広島市安佐南区緑井１－５－２

フタバ図書　ＭＥＧＡ祇園中筋店 731-0122 広島県 広島市安佐南区中筋４－１１－７

フタバ図書　ＧＩＧＡ祗園店 731-0138 広島県 広島市安佐南区祇園３－２－１ イオンモール広島祇園２Ｆ

フタバ図書　ＧＩＧＡ上安店 731-0154 広島県 広島市安佐南区上安２－２７－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　啓文社　可部店 731-0221 広島県 広島市安佐北区可部７－４－１３

フタバ図書　ソフトピア可部センター店 731-0231 広島県 広島市安佐北区亀山５－５－１８

くまざわ書店　安芸店 731-4311 広島県 安芸郡坂町北新地２－３－３０ フジグラン安芸店内

ＴＳＵＴＡＹＡ　坂店 731-4312 広島県 安芸郡坂町平成ケ浜３－２－１１

フタバ図書　ＧＩＧＡ五日市店 731-5116 広島県 広島市佐伯区八幡１－２６－１０

フタバ図書　五日市駅前店 731-5125 広島県 広島市佐伯区五日市駅前１－４－５

フタバ図書　広電楽々園店 731-5136 広島県 広島市佐伯区楽々園４－１４－１ ファミリータウン広電楽々園ナイスディ棟内

フタバ図書　ジ　アウトレット広島店 731-5162 広島県 広島市佐伯区石内東４－１－１ ＴＨＥ　ＯＵＴＬＥＴＳ　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ　１Ｆ

ジュンク堂書店　広島駅前店 732-0822 広島県 広島市南区松原町９－１ 福屋広島駅前店１０Ｆ

フタバ図書　ＧＩＧＡ広島駅前店 732-0822 広島県 広島市南区松原町２－２２

フタバ図書　アルティアルパーク北棟店 733-0863 広島県 広島市西区草津南４－７－１

フタバ図書　ＧＩＧＡ宇品店 734-0014 広島県 広島市南区宇品西３－４－３２

フタバ図書　ＴＥＲＡ広島府中店 735-8588 広島県 安芸郡府中町大須２－１－１－３０２２

フタバ図書　ソフトピア海田店 736-0042 広島県 安芸郡海田町南大正町３－３３

啓文社　ゆめタウン呉店 737-0029 広島県 呉市宝町５－１０ ゆめタウン呉３Ｆ

フタバ図書　ＧＩＧＡ呉駅レクレ店 737-0029 広島県 呉市宝町２－５０

フタバ図書　ソフトピア広店 737-0131 広島県 呉市広中町１－９

ブックシティ啓文社　廿日市店 738-0003 広島県 廿日市市佐方本町７－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　宮内店 738-0034 広島県 廿日市市宮内１－１１－１８



啓文社　西条店 739-0007 広島県 東広島市西条土与丸１－５－７ ゆめタウン東広島店別館２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　東広島店 739-0013 広島県 東広島市西条御条町６－２０

ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン東広島店 739-0024 広島県 東広島市西条町御薗宇４４０５

アニメイト　フジグラン東広島店 739-0024 広島県 東広島市西条町御薗宇４４０５ フジグラン東広島　別棟

フタバ図書　ソフトピア八本松店 739-0142 広島県 東広島市八本松東３－１１－９

フタバ図書　ソフトピア大竹店 739-0612 広島県 大竹市油見３－１１－１０

フタバ図書　ＧＩＧＡ高陽店 739-1732 広島県 広島市安佐北区落合南２－２－１

フタバ図書　ゆめタウン黒瀬店 739-2613 広島県 東広島市黒瀬町楢原１００－１ ゆめタウン黒瀬２Ｆ

フタバ図書　ＧＩＧＡフレスタモール岩国店 740-0021 山口県 岩国市室の木町１－２－３８

明屋書店　柳井店 742-0032 山口県 柳井市古開作６５１－３

明屋書店　光店 743-0022 山口県 光市虹ケ浜１－４－１０

明屋書店　今宿店 745-0062 山口県 周南市月丘町４－１９

ＴＳＵＴＡＹＡ　周南店 746-0025 山口県 周南市古市１－４－１

明屋書店　緑町店 747-0026 山口県 防府市緑町１－４－２０

アニメイト　イオン防府店 747-0802 山口県 防府市中央町１－３ イオン防府店３Ｆ

フタバ図書　ＧＩＧＡ防府店 747-0823 山口県 防府市鐘紡町７－１ イオンタウン防府１Ｆ

くまざわ書店　下関店 750-0025 山口県 下関市竹崎町４－４－７ シーモールｅｓｔ４Ｆ

宮脇書店　ゆめモール下関店 751-0820 山口県 下関市新椋野１－２－２５ ゆめモール下関店

宮脇書店　ゆめシティ店 751-0869 山口県 下関市伊倉新町３－１－１ ゆめシティ２Ｆ

明屋書店　ＭＥＧＡ新下関店 751-0869 山口県 下関市伊倉新町２－３－１５

明屋書店　下関長府店 752-0928 山口県 下関市長府才川２－１２－７

明屋書店　ＭＥＧＡ大内店 753-0214 山口県 山口市大内御堀１１６８－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　山口葵店 753-0821 山口県 山口市葵１－４－７０

明屋書店　小郡店 754-0002 山口県 山口市小郡下郷７８５－１

明屋書店　厚狭店 757-0001 山口県 山陽小野田市厚狭埴生田４６０－１

明屋書店　萩店 758-0025 山口県 萩市土原字川島沖田４７４

ＴＳＵＴＡＹＡ　フジ西宇部店 759-0207 山口県 宇部市際波１３１２－１

明屋書店　長門店 759-4101 山口県 長門市東深川丁ヶ坪８５０

ＴＳＵＴＡＹＡ　田宮店 770-0004 徳島県 徳島市南田宮２－２－４６

宮脇書店　徳島駅ビル店 770-0831 徳島県 徳島市寺島本町西１－６１ 徳島クレメントプラザ４Ｆ

宮脇書店　徳島本店 770-8008 徳島県 徳島市西新浜町１－６－１ マルナカ徳島店２Ｆ

宮脇書店　パワーシティ新鳴門店 772-0011 徳島県 鳴門市撫養町大桑島濘岩浜４－１ パワーシティ鳴門店２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン石井店 779-3222 徳島県 名西郡石井町高川原５４４－１

宮脇書店　マルナカ脇町店 779-3601 徳島県 美馬市脇町拝原１７１１－１

宮脇書店　西町店 760-0003 香川県 高松市西町１３－２８

ＴＳＵＴＡＹＡ　西宝店 760-0004 香川県 高松市西宝町２－７－４７

くまざわ書店　ＣＯＭ高松店 760-0011 香川県 高松市浜ノ町１－２０ ＣＯＭ高松２Ｆ

宮脇書店　本店 760-0029 香川県 高松市丸亀町４－８

アニメイト　高松店 760-0051 香川県 高松市南新町６－４ 池田屋ビル２Ｆ

宮脇書店　総本店 760-0064 香川県 高松市朝日新町３－４

宮脇書店　イオン高松東店 760-0066 香川県 高松市福岡町３－８－５ イオン高松東店２Ｆ

文教堂　アニメガ高松店 760-8516 香川県 高松市常磐町１－３－１ 瓦町ＦＬＡＧ６Ｆ

宮脇書店　新屋島店 761-0113 香川県 高松市屋島西町百石１９１２－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　高松サンシャイン通り店 761-0301 香川県 高松市林町２２１７－２１

宮脇書店　フレスポ高松店 761-0312 香川県 高松市東山崎町字本村６６８－１

宮脇書店　三木店 761-0612 香川県 木田郡三木町氷上高原４８２－２

宮脇書店　川東店 761-1705 香川県 高松市香川町川東下３１４－１

宮脇書店　綾南店 761-2103 香川県 綾歌郡綾川町陶２７４１－１

宮脇書店　マルナカ土庄店 761-4100 香川県 小豆郡土庄町半ノ池甲１３６０－７１

宮脇書店　イオン高松店 761-8012 香川県 高松市香西本町１－１ イオンモール高松店２Ｆ

宮脇書店　香西店 761-8014 香川県 高松市香西南町１０３－１

宮脇書店　新栗林南店 761-8053 香川県 高松市西ハゼ町字清水１８

宮脇書店　南本店 761-8071 香川県 高松市伏石町２１３９－１１

くまざわ書店　高松店 761-8072 香川県 高松市三条町中所６０８－１ ゆめタウン高松２Ｆ

宮脇書店　太田店 761-8074 香川県 高松市太田上町９８２－１

宮脇書店　新太田店 761-8075 香川県 高松市多肥下町１５５２－１７ マルナカパワーシティ　レインボー店内

宮脇書店　仏生山店 761-8078 香川県 高松市仏生山町甲１９２－１１

宮脇書店　新坂出店 762-0001 香川県 坂出市京町１－４－１８ イオン坂出店４Ｆ

宮脇書店　丸亀店 763-0043 香川県 丸亀市通町１２２－１

宮脇書店　丸亀バサラ店 763-0072 香川県 丸亀市山北町５０－１

宮脇書店　フジ丸亀店 763-0092 香川県 丸亀市川西町南１２８０－１ フジグラン丸亀内

ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店 763-0093 香川県 丸亀市郡家町１８６０－１

宮脇書店　多度津店 764-0022 香川県 仲多度郡多度津町北鴨２－１０－１

宮脇書店　善通寺店 765-0011 香川県 善通寺市上吉田町４－９

宮脇書店　琴平店 766-0003 香川県 仲多度郡琴平町五條字慶納６２４－１

宮脇書店　観音寺店 768-0067 香川県 観音寺市坂本町６－２－２０－１０１

宮脇書店　観音寺駅前店 768-0072 香川県 観音寺市栄町３－３－１０－１０１

宮脇書店　新国分寺店 769-0104 香川県 高松市国分寺町新名６４４－１

宮脇書店　イオンタウン宇多津店 769-0202 香川県 綾歌郡宇多津町浜２－１６ イオンタウン宇多津２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　宇多津店 769-0203 香川県 綾歌郡宇多津町浜三番丁２１－２

宮脇書店　宇多津店 769-0208 香川県 綾歌郡宇多津町浜八番丁１２２－１

宮脇書店　三豊店 769-1506 香川県 三豊市豊中町本山甲２２ ゆめタウン三豊２Ｆ

宮脇書店　豊浜店 769-1601 香川県 観音寺市豊浜町姫浜竹塚１１５８－１ マルナカ新豊浜店内

宮脇書店　志度店 769-2101 香川県 さぬき市志度７５７－２

宮脇書店　寒川店 769-2321 香川県 さぬき市寒川町石田東甲１３７５

宮脇書店　東かがわ店 769-2601 香川県 東かがわ市三本松１７２７－１

ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店　アエル店 790-0004 愛媛県 松山市大街道２－５－１２ ＡＥＬ　ＭＡＴＳＵＹＡＭＡ２Ｆ

アニメイト　松山店 790-0012 愛媛県 松山市湊町４－１０－８ ＢＥ－ＦＬＡＴ４Ｆ

宮脇書店　新松山店 790-0062 愛媛県 松山市南江戸３－５－３１

ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン松山店 790-0065 愛媛県 松山市宮西１－２－１

宮脇書店　束本店 790-0916 愛媛県 松山市束本町１－１２５－１

新丸三書店　本店 790-0924 愛媛県 松山市南久米町５２５－１

宮脇書店　イオンスタイル松山店 790-0951 愛媛県 松山市天山１－１３－５ イオンスタイル松山店３Ｆ

明屋書店　松山本店 790-8656 愛媛県 松山市湊町４－７－２

明屋書店　空港通店 791-0054 愛媛県 松山市空港通３－１０－３

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　重信店 791-0216 愛媛県 東温市野田３－１－１３ フジグラン重信内

明屋書店　石井店 791-1105 愛媛県 松山市北井門町２－２０－３２

ＴＳＵＴＡＹＡ　砥部店 791-2112 愛媛県 伊予郡砥部町重光２３９

明屋書店　松前店 791-3110 愛媛県 伊予郡松前町浜萱田１０９１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　エミフルＭＡＳＡＫＩ店 791-3120 愛媛県 伊予郡松前町筒井８５０



明屋書店　ＭＥＧＡ平田店 791-8001 愛媛県 松山市平田町８１－１

明屋書店　中央通店 791-8015 愛媛県 松山市中央２－６６－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＩＬＬ　三津店 791-8057 愛媛県 松山市大可賀２－８－１５

宮脇書店　新居浜本店 792-0007 愛媛県 新居浜市前田町８－８ イオン新居浜ショッピングセンター１Ｆ

明屋書店　ＭＥＧＡ西の土居店 792-0035 愛媛県 新居浜市西の土居町１－１－２３

宮脇書店　マルナカ新居浜店 792-0824 愛媛県 新居浜市上泉町１９９６－１

宮脇書店　イオンモール今治新都市店 794-0068 愛媛県 今治市にぎわい広場１－１ イオンモール今治新都市２Ｆ

宮脇書店　今治本店 794-0081 愛媛県 今治市阿方甲３７１－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン北浜店 796-0048 愛媛県 八幡浜市北浜１－４－３３

宮脇書店　宇和島店 798-0012 愛媛県 宇和島市和霊町１３２８－１

明屋書店　宇和島明倫店 798-0080 愛媛県 宇和島市新田町２－２－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン川之江店 799-0113 愛媛県 四国中央市妻鳥町１１３６－１

明屋書店　川之江店 799-0113 愛媛県 四国中央市妻鳥町１６６２－１

宮脇書店　伊予三島店 799-0422 愛媛県 四国中央市中之庄町字汐汲道７５－１

宮脇書店　東予店 799-1371 愛媛県 西条市周布１９１ マルナカ東予店内

明屋書店　喜田村店 799-1506 愛媛県 今治市東村１－１－３０

アニメイト　高知店 780-0870 高知県 高知市本町３－１－２ アイランドワンビル２Ｆ

宮脇書店　イオン高知旭町店 780-0935 高知県 高知市旭町３－９４ イオン高知旭町店内１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店 780-0972 高知県 高知市中万々８０９

ＴＳＵＴＡＹＡ　土佐道路店 780-8050 高知県 高知市鴨部３－２４－１７

蔦屋書店　フジグラン高知店 780-8076 高知県 高知市朝倉東町５２－１５ フジグラン高知３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　たかおか店 781-1101 高知県 土佐市高岡町甲４３３－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　いの店 781-2110 高知県 吾川郡いの町２０５

ＴＳＵＴＡＹＡ　野市店 781-5232 高知県 香南市野市町西野２０９４－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　南国店 783-0006 高知県 南国市篠原１９４－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　須崎店 785-0036 高知県 須崎市緑町４－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　四万十店 787-0010 高知県 四万十市古津賀１２９６－１

明屋書店　小倉沼新町店 800-0218 福岡県 北九州市小倉南区沼新町１－３－１６ ドッとあーるｇａｒｄｅｎ小倉内

喜久屋書店　小倉南店 800-0221 福岡県 北九州市小倉南区下曽根新町１０－１ サニーサイドモール小倉２Ｆ

アカデミア　サンリブシティ小倉店 800-0255 福岡県 北九州市小倉南区上葛原２－１４－１ サンリブシティ小倉２Ｆ

アニメイト　小倉店 802-0001 福岡県 北九州市小倉北区浅野２－１４－５ あるあるＣｉｔｙ３Ｆ

くまざわ書店　小倉店 802-0001 福岡県 北九州市小倉北区浅野１－１－１ 小倉駅アミュプラザ店６Ｆ

喜久屋書店　小倉店 802-0002 福岡県 北九州市小倉北区京町３－１－１ ＣＯＬＥＴ／Ｉ’ｍ９Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　チャチャタウン小倉店 802-0014 福岡県 北九州市小倉北区砂津３－１－１ チャチャタウン小倉２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　サンリブきふね店 802-0073 福岡県 北九州市小倉北区貴船町１－１４

くまざわ書店　サンリブもりつね店 802-0972 福岡県 北九州市小倉南区守恒１－１１－２５ サンリブもりつね２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　朝日ケ丘店 803-0833 福岡県 北九州市小倉北区朝日ケ丘１４－１４

ＴＳＵＴＡＹＡ　共立大前店 807-0873 福岡県 北九州市八幡西区藤原１－４－８

くまざわ書店　若松店 808-0103 福岡県 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

ＴＳＵＴＡＹＡ　中間店 809-0019 福岡県 中間市東中間１－２－８

ＴＳＵＴＡＹＡ　天神駅前福岡ビル店 810-0001 福岡県 福岡市中央区天神１－１１－１７ 福岡ビル３Ｆ

アニメイト　福岡天神店 810-0001 福岡県 福岡市中央区天神１－１１－１ 天神ビブレ６Ｆ

文教堂　ＪＯＹ福岡パルコ店 810-0001 福岡県 福岡市中央区天神２－１１－１ 福岡パルコ７Ｆ

リブロ　福岡天神店 810-0001 福岡県 福岡市中央区天神２－５－３５ 岩田屋本店本館７Ｆ

ジュンク堂書店　福岡店 810-0001 福岡県 福岡市中央区天神１－１０－１３ メディアモール天神Ｂ１Ｆ～４Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　中洲ｇａｔｅ’ｓ店 810-0801 福岡県 福岡市博多区中洲３－７－２４ ゲイツビル１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　和白店 811-0202 福岡県 福岡市東区和白２－１１－３５

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＧＡＲＡＧＥ　福岡志免 811-2204 福岡県 糟屋郡志免町田富１－１－１

フタバ図書　ＴＥＲＡ福岡東店 811-2303 福岡県 糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木１９２－１－２００１ イオンモール福岡２Ｆ

明屋書店　くりえいと宗像店 811-4184 福岡県 宗像市くりえいと１－４－６

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　福岡空港 812-0003 福岡県 福岡市博多区下臼井７６７－１ 福岡空港国内線ターミナルビル１Ｆ

丸善　博多店 812-0012 福岡県 福岡市博多区博多駅中央街１－１ ＪＲ博多シティ８Ｆ

宮脇書店　黒木吉塚店 812-0046 福岡県 福岡市博多区吉塚本町１３－２１

宮脇書店　黒木室見店 814-0031 福岡県 福岡市早良区南庄１－２－２０

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　神松寺店 814-0121 福岡県 福岡市城南区神松寺２－１－１０ 長尾センタープラザ２Ｆ

フタバ図書　ＧＩＧＡ福大前店 814-0142 福岡県 福岡市城南区片江５－５１－１６

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　次郎丸店 814-0165 福岡県 福岡市早良区次郎丸２－３０－１

宮脇書店　黒木歯科大前店 814-0175 福岡県 福岡市早良区田村４－１３－６

宮脇書店　黒木若久店 815-0042 福岡県 福岡市南区若久１－５１１－１

フタバ図書　ＧＩＧＡ春日店 816-0851 福岡県 春日市昇町８－１－１

くまざわ書店　筑紫野店 818-0034 福岡県 筑紫野市美しが丘南１－１２－１ 筑紫野ベレッサ２Ｆ

蔦屋書店　イオンモール筑紫野 818-0042 福岡県 筑紫野市立明寺４３４－１

アニメイト　イオンモール筑紫野 818-0042 福岡県 筑紫野市立明寺４３４－１ イオンモール筑紫野３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　太宰府店 818-0104 福岡県 太宰府市通古賀４－１－４０

宮脇書店　黒木野方店 819-0043 福岡県 福岡市西区野方１－５－２０

フタバ図書　ＧＩＧＡ今宿店 819-0167 福岡県 福岡市西区今宿３－４－３５

ＴＳＵＴＡＹＡ　前原店 819-1102 福岡県 糸島市高田５－２３－６

明屋書店　行橋行事店 824-0001 福岡県 行橋市行事２－１４－１１

ＴＳＵＴＡＹＡ　コスタ行橋店 824-0038 福岡県 行橋市西泉６－１－１

明屋書店　池尻店 827-0002 福岡県 田川郡川崎町池尻３０２

ＴＳＵＴＡＹＡ　上津店 830-0055 福岡県 久留米市上津１－１０－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　合川店 839-0865 福岡県 久留米市新合川２－８－１８

アニメイト　モラージュ佐賀店 840-0008 佐賀県 佐賀市巨勢町牛島７３０ モラージュ佐賀南館２Ｆ

くまざわ書店　佐賀店 840-0201 佐賀県 佐賀市大和町尼寺３５３５ イオンショッピングセンター１Ｆ

宮脇書店　佐賀本店 840-8551 佐賀県 佐賀市巨勢町牛島７３０－２０７ モラージュ佐賀南館１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　鳥栖店 841-0026 佐賀県 鳥栖市本鳥栖町５３７－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　武雄店 843-0001 佐賀県 武雄市朝日町甘久１３０８

ＴＳＵＴＡＹＡ　唐津店 847-0062 佐賀県 唐津市船宮町２５８７－９

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊万里店 848-0031 佐賀県 伊万里市二里町八谷搦１２７４

ＴＳＵＴＡＹＡ　兵庫町店 849-0918 佐賀県 佐賀市兵庫南４－１２－５

ＴＳＵＴＡＹＡ　医大通り店 849-0937 佐賀県 佐賀市鍋島１－７－３

アニメイト　長崎店 850-0853 長崎県 長崎市浜町１－１０ 有川ビル３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　深堀店 851-0301 長崎県 長崎市深堀町１－１４５－２４ フレスポ深堀内

ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ時津店 851-2102 長崎県 西彼杵郡時津町浜田郷３０２－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ畝刈店 851-2211 長崎県 長崎市京泊３－１９２９－１３

遊ＩＮＧ　城山店 852-8021 長崎県 長崎市城山町５－２３

ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店 855-0036 長崎県 島原市城内３－１６００－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店 856-0817 長崎県 大村市古賀島町５２４－１４

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐世保梅田店 857-0017 長崎県 佐世保市梅田町２－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　させぼ五番街店 857-0855 長崎県 佐世保市新港町３－１



アニメイト　佐世保店 857-0871 長崎県 佐世保市本島町４－２６ させぼライナービル３Ｆ

くまざわ書店　佐世保店 857-0871 長崎県 佐世保市本島町４－７ ＴＷＩＮＫＬＥ　Ｂ１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス有家店 859-2205 長崎県 南島原市有家町小川字上東８５０

ＴＳＵＴＡＹＡ　広田店 859-3223 長崎県 佐世保市広田４－４－９

ＴＳＵＴＡＹＡ　田崎店 860-0053 熊本県 熊本市西区田崎２－３４０－２３

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ清水バイパス店 860-0085 熊本県 熊本市北区高平３－３７－１９

蔦屋書店　熊本三年坂 860-0801 熊本県 熊本市中央区安政町１－２ カリーノ下通１Ｆ

アニメイト　熊本店 860-0808 熊本県 熊本市中央区手取本町４－１２ ファインビル３Ｆ

ツルヤブックセンター 860-0808 熊本県 熊本市中央区手取本町８－１ 鶴屋百貨店東館５Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　琴平店 860-0816 熊本県 熊本市中央区本荘町字中ノ壷７２６－１

くまざわ書店　くまなん店 860-0833 熊本県 熊本市中央区平成３－２３－３０ サンリブシティくまなん３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　植木店 861-0134 熊本県 熊本市北区植木町舞尾字花立５４５－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　菊池店 861-1307 熊本県 菊池市片角２９０ 菊池ショッピングセンターキャニオン内

ＴＳＵＴＡＹＡ　さくらの森店 861-2101 熊本県 熊本市東区桜木６－６－１

蔦屋書店　嘉島 861-3106 熊本県 上益城郡嘉島町上島長池２２３２

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　近見店 861-4109 熊本県 熊本市南区日吉２－１－９

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　御領店 861-8035 熊本県 熊本市東区御領２－２０－５

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　健軍店 862-0911 熊本県 熊本市東区健軍１－２７－１０

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　浜線店 862-0965 熊本県 熊本市南区田井島１－１２－８

ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店 863-0031 熊本県 天草市南新町６－６

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　玉名店 865-0064 熊本県 玉名市中字寺畑１６８６－３

ＴＳＵＴＡＹＡ　八代松江店 866-0883 熊本県 八代市松江町５１７－１

明屋書店　錦店 868-0303 熊本県 球磨郡錦町西打越７１５－１ イオン錦店１Ｆ

蔦屋書店　小川町 869-0606 熊本県 宇城市小川町河江１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　菊陽店 869-1101 熊本県 菊池郡菊陽町津久礼２２２９－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　光の森店 869-1108 熊本県 菊池郡菊陽町光の森６－１８－７

アニメイト　大分店 870-0027 大分県 大分市末広町１－１－３０ 青松ビル１Ｆ

ジュンク堂書店　大分店 870-0035 大分県 大分市中央町２－３－４ 大分中央ＢＥＳＴビル１～５Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　森町店 870-0127 大分県 大分市森町１８１－１

明屋書店　高城店 870-0153 大分県 大分市城東町９－１６

くまざわ書店　大分店 870-0174 大分県 大分市公園通り西２－１ パークプレイス大分２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　賀来店 870-0877 大分県 大分市賀来６４６－１

明屋書店　大分フリーモールわさだ店 870-1161 大分県 大分市木上２１０３

ＴＳＵＴＡＹＡ　中津店 871-0065 大分県 中津市蛭子町２－１０－２

ＴＳＵＴＡＹＡ　別府上人ケ浜店 874-0023 大分県 別府市上人ケ浜町８０６－１

明屋書店　臼杵野田店 875-0062 大分県 臼杵市野田２０５

明屋書店　日田店 877-0000 大分県 日田市十二町５８５－４

蔦屋書店　宮崎高千穂通り 880-0805 宮崎県 宮崎市橘通東４－８－１ カリーノ宮崎１Ｆ・２Ｆ

アニメイト　宮崎店 880-0805 宮崎県 宮崎市橘通東３－１－１１ アゲインビル２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　大塚台店 880-0951 宮崎県 宮崎市大塚町池ノ内１１２７－７

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　岡富店 882-0031 宮崎県 延岡市中川原町２－４９２０

くまざわ書店　延岡ニューシティ店 882-0847 宮崎県 延岡市旭町２－２－１ 延岡ニューシティ１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　鷹尾店 885-0081 宮崎県 都城市鷹尾５－１－１６

ＦＣ明屋書店　川南店 889-1301 宮崎県 児湯郡川南町川南１３５９３－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　プラッセ種子島店 891-3101 鹿児島県 西之表市西之表１０４４０－１

ジュンク堂書店　鹿児島店 892-0826 鹿児島県 鹿児島市呉服町６－５ マルヤガーデンズ５Ｆ・６Ｆ

ＭＡＲＵＺＥＮ　天文館店 892-0827 鹿児島県 鹿児島市中町３－１５ ヴィストラルビル内

アニメイト　鹿児島店 892-0842 鹿児島県 鹿児島市東千石町１３－３ ＶＩＳＩＯＮ　ＢＩＬＤ　３Ｆ

くまざわ書店　鹿屋店 893-0016 鹿児島県 鹿屋市白崎町４－１ プラッセだいわ鹿屋店３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　名瀬店 894-0006 鹿児島県 奄美市名瀬小浜町２８－１２

ＴＳＵＴＡＹＡ　串木野店 896-0028 鹿児島県 いちき串木野市ひばりが丘５６３０

ＴＳＵＴＡＹＡ　加世田店 897-0008 鹿児島県 南さつま市加世田地頭所１－６

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊集院店 899-2502 鹿児島県 日置市伊集院町徳重１－１６－１０

球陽堂書房　那覇メインプレイス店 900-0006 沖縄県 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

アニメイト　那覇国際通り店 900-0013 沖縄県 那覇市牧志１－２－１ モルビービル４Ｆ

ジュンク堂書店　那覇店 900-0013 沖縄県 那覇市牧志１－１９－２９ Ｄｎａｈａ内

ＴＳＵＴＡＹＡ　壺川店 900-0025 沖縄県 那覇市壺川３－１－１９

宮脇書店　那覇空港店 901-0142 沖縄県 那覇市鏡水１５０－１ 那覇空港２Ｆ

くまざわ書店　那覇店 901-0155 沖縄県 那覇市金城５－１０－２ イオン那覇店３Ｆ

宮脇書店　イオン豊見城店 901-0234 沖縄県 豊見城市田頭１５５－１

宮脇書店　豊見城店 901-0242 沖縄県 豊見城市高安２６１－２ サンエー豊見城ウイングシティＢ１Ｆ

宮脇書店　糸満店 901-0364 沖縄県 糸満市潮崎町２－２ しおざきシティ

球陽堂書房　サンエー八重瀬店 901-0406 沖縄県 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

宮脇書店　南風原店 901-1104 沖縄県 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

宮脇書店　南城店 901-1205 沖縄県 南城市大里高平高宮城原９７－２ イオンタウン南城大里店内

宮脇書店　あがり浜店 901-1304 沖縄県 島尻郡与那原町東浜６８－１－２ マリンプラザあがり浜内

宮脇書店　経塚シティ店 901-2111 沖縄県 浦添市経塚６５２

球陽堂書房　マチナト店 901-2133 沖縄県 浦添市城間２００８－１ サンエーマチナトシティ２Ｆ

宮脇書店　太陽書房　宜野湾店 901-2204 沖縄県 宜野湾市上原１－６－５

宮脇書店　大山店 901-2223 沖縄県 宜野湾市大山７－１－２ サンエー大山シティ内

宮脇書店　コンベンションシティ店 901-2227 沖縄県 宜野湾市宇地泊５５８－１０

球陽堂書房　西原店 903-0102 沖縄県 中頭郡西原町嘉手苅１３０－２０２

ＴＳＵＴＡＹＡ　首里店 903-0807 沖縄県 那覇市首里久場川町２－１２２－１ 首里りうぼう１Ｆ

宮脇書店　中の町店 904-0021 沖縄県 沖縄市胡屋２－１－５６

宮脇書店　北谷店 904-0117 沖縄県 中頭郡北谷町北前１－２－３

宮脇書店　嘉手納店 904-0205 沖縄県 中頭郡嘉手納町兼久下原３７２－２ ネーブルカデナ１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　美里店 904-2153 沖縄県 沖縄市美里１３４０

宮脇書店　太陽書房　美里店 904-2155 沖縄県 沖縄市美原２－２８－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　泡瀬店 904-2172 沖縄県 沖縄市泡瀬４－５－７ イオンタウン泡瀬２Ｆ

宮脇書店　具志川店 904-2235 沖縄県 うるま市前原幸崎原３０３ イオン具志川店２Ｆ

宮脇書店　うるま店 904-2244 沖縄県 うるま市江洲５０７ うるまシティプラザ

宮脇書店　名護店 905-0011 沖縄県 名護市宮里７－２－６１

宮脇書店　イオン名護店 905-0012 沖縄県 名護市名護見取川原４４７２ イオン名護店１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　石垣店 907-0002 沖縄県 石垣市真栄里４４０－３


