
都道府県 店名

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　あいの里店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌インター店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　旭川永山店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　岩見沢店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧三光店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　サーモンパーク店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　滝川店

北海道 ひかりや書店　美幌店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前樹木店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前店

青森県 ＮＥＴ２１伊吉書院類家店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ニュータウン店

岩手県 ブックス銀河

岩手県 東山堂　北上店

岩手県 宮脇書店　久慈店

岩手県 ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店

岩手県 ＴＳＵＴＡＹＡ　水沢店

宮城県 喜久屋書店　仙台店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ヨークタウン新田東店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　田子店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台荒井店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　やまとまち店

宮城県 蔦屋書店　仙台泉店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台南店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岩沼店

宮城県 宮脇書店　佐沼店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　築館店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大崎古川店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　古川バイパス店

秋田県 加賀谷書店　茨島店

秋田県 ミライア　本荘店

秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大仙店

福島県 レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　会津アピオ店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン郡山店

福島県 ブックエース　イオンモールいわき小名浜店

福島県 ブックエース　植田店

福島県 ブックエース　内郷店



福島県 ブックエース　小名浜店

福島県 ブックエース　上荒川店

福島県 レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　須賀川東店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　船引店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南相馬店

茨城県 ブックエース　見和店

茨城県 川又書店　水戸駅プラムストリート店

茨城県 ブックエース　茨城大学前店

茨城県 ブックエース　酒門店

茨城県 川又書店　県庁店

茨城県 川又書店　エクセル店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店

茨城県 ブックエース　日立鮎川店

茨城県 ブックエース　総和店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　古河店

茨城県 三洋堂書店　石岡店

茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ピアシティ石岡店

茨城県 ブックエース　結城店

茨城県 蔦屋書店　龍ケ崎店

茨城県 ブックエース　下妻店

茨城県 ブックエース　新取手店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店

茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店

茨城県 ブックエース　勝田東石川店

茨城県 蔦屋書店　ひたちなか店

茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋宮中店

茨城県 ブックエース　下館店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店

茨城県 ブックエース　坂東店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店

茨城県 ブックエース　東海店

栃木県 うさぎや　宇都宮テクノ店

栃木県 ビッグワンツタヤ　宇都宮インターパーク店

栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店

栃木県 ビッグワンツタヤ　今市店

栃木県 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店

群馬県 岡崎書店　フォリオショッピングセンター店



群馬県 戸田書店　前橋本店

群馬県 蔦屋書店　伊勢崎平和町店

群馬県 蔦屋書店　太田店

群馬県 蔦屋書店　前橋吉岡店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大宮指扇店

埼玉県 ブックデポ書楽

埼玉県 蔦屋書店　熊谷店

埼玉県 蔦屋書店　東松山店

埼玉県 博文堂書店　千間台店

埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　みはら本店

埼玉県 蔦屋書店　フォレオ菖蒲店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　八潮店

埼玉県 ブックエース　杉戸店

埼玉県 蔦屋書店　川島インター店

埼玉県 蔦屋書店　滑川店

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　夏見台店

千葉県 ジュンク堂書店　南船橋店

千葉県 蔦屋書店　茂原店

千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店

千葉県 ブックエース　成田赤坂店

千葉県 未来屋書店　成田店

千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　旭店

千葉県 丸善　津田沼店

千葉県 くまざわ書店　モラージュ柏店

千葉県 博文堂書店　君津店

千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千葉ニュータウン店

東京都 ゲーマーズ　秋葉原本店

東京都 コミックとらのあな　秋葉原店Ａ

東京都 ブックファースト　新宿店

東京都 成文堂　江戸川橋店

東京都 コミックとらのあな　通信販売部

東京都 紀伊國屋書店　ららぽーと豊洲店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　東大島店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　大森町駅前店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店

東京都 ゲーマーズ　新宿店

東京都 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ

東京都 ブックファースト　中野店



東京都 コミックとらのあな　池袋店Ａ

東京都 ゲーマーズ　池袋店

東京都 ジュンク堂書店　池袋本店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　アトレヴィ田端店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　町屋店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　光が丘店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　亀有店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　船堀店

東京都 蔦屋書店　南大沢店

東京都 蔦屋書店　八王子楢原店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　新高倉店

東京都 オリオン書房　ノルテ店

東京都 アニメイト　立川

東京都 蔦屋書店　多摩永山店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　羽村店　（本店）

神奈川県 ゲーマーズ　オンラインショップ

神奈川県 ゲーマーズ　横浜店

神奈川県 三省堂書店　新横浜店

神奈川県 あおい書店　上大岡店

神奈川県 北野書店　本店

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　横山店

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡＣＯＭＢＯＸ２４６秦野店

神奈川県 アニメイト　本厚木

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛甲石田店

神奈川県 蔦屋書店　厚木戸室店

神奈川県 蔦屋書店　厚木下依知店

神奈川県 ブックポート　大和店

神奈川県 蔦屋書店　大和下鶴間店

新潟県 蔦屋書店　豊栄店

新潟県 蔦屋書店　河渡店

新潟県 蔦屋書店　横越バイパス店

新潟県 蔦屋書店　新津店

新潟県 ＮＥＴ２１英進堂新潟店

新潟県 蔦屋書店　マーケットシティ白根店

新潟県 蔦屋書店　長岡新保店

新潟県 蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店

新潟県 蔦屋書店　長岡古正寺店

新潟県 蔦屋書店　柏崎岩上店

新潟県 蔦屋書店　県央店



新潟県 ＴＳＵＴＡＹＡ　上越インター店

新潟県 蔦屋書店　佐渡佐和田店

新潟県 蔦屋書店　小出店

富山県 文苑堂書店　野村店

石川県 ＫａＢｏＳ　大桑店

福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　福井パリオ店

福井県 文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店

福井県 三洋堂書店　小浜店

福井県 文明堂書店　神明店

福井県 宮脇書店　春江店

山梨県 天真堂書店　甲府国母店

山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南アルプスガーデン店

長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　若里店

長野県 蔦屋書店　長野徳間店

長野県 蔦屋書店　長野川中島店

長野県 文教堂　ＪＯＹ松本店

長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南松本店

長野県 蔦屋書店　上田しおだ野店

長野県 蔦屋書店　諏訪中洲店

長野県 蔦屋書店　須坂店

長野県 蔦屋書店　佐久小諸店

長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　駒ケ根店

長野県 蔦屋書店　中野店

長野県 蔦屋書店　大町店

長野県 蔦屋書店　塩尻店

長野県 蔦屋書店　佐久野沢店

長野県 蔦屋書店　千曲屋代店

長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　箕輪店

長野県 宮脇書店　軽井沢店

岐阜県 三洋堂書店　市橋店

岐阜県 三洋堂書店　新大垣店

岐阜県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店

岐阜県 三洋堂書店　せき東店

岐阜県 三洋堂書店　新関店

岐阜県 三洋堂書店　中つ川店

岐阜県 三洋堂書店　瑞浪中央店

岐阜県 三洋堂書店　新恵那店

岐阜県 三洋堂書店　みのかも店

岐阜県 三洋堂書店　各務原店



岐阜県 草叢ＢＯＯＫＳ　各務原店

岐阜県 三洋堂書店　下恵土店

岐阜県 三洋堂書店　穂積店

岐阜県 三洋堂書店　大野店

岐阜県 三洋堂書店　垂井店

静岡県 蔦屋書店　平和町店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　静岡西脇店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　辻店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　清水春日店

静岡県 マルサン書店　駅北店

静岡県 谷島屋　富士宮店

静岡県 島田書店　花みずき店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝店

静岡県 宮脇書店　磐田浅羽店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　相良店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　函南店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大曽根店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　上小田井店

愛知県 ゲーマーズ　名古屋店

愛知県 コミックとらのあな　名古屋店

愛知県 三洋堂書店　上前津店

愛知県 ジュンク堂書店　ロフト名古屋店

愛知県 三洋堂書店　いりなか店

愛知県 三洋堂書店　新開橋店

愛知県 三洋堂書店　中野橋店

愛知県 三洋堂書店　当知店

愛知県 三洋堂書店　志段味店

愛知県 草叢ＢＯＯＫＳ　新守山店

愛知県 ザ・リブレット　徳重店

愛知県 三洋堂書店　よもぎ店

愛知県 アニメイト　豊橋

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店

愛知県 三洋堂書店　半田店

愛知県 三洋堂書店　乙川店

愛知県 三洋堂書店　鳥居松店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店

愛知県 三洋堂書店　豊川店



愛知県 三洋堂書店　碧南店

愛知県 三洋堂書店　梅坪店

愛知県 三洋堂書店　本新店

愛知県 三洋堂書店　西尾店

愛知県 三洋堂書店　江南店

愛知県 三洋堂書店　こまき店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　稲沢店

愛知県 三洋堂書店　大田川店

愛知県 三洋堂書店　知立店

愛知県 三洋堂書店　かぐ山店

愛知県 三洋堂書店　清洲店

三重県 三洋堂書店　白塚店

三重県 三洋堂書店　生桑店

三重県 三洋堂書店　富田店

三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店

三重県 三洋堂書店　桑名店

三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿店

三重県 三洋堂書店　名張店

滋賀県 サンミュージックハイパーブックス大津京店

滋賀県 サンミュージック　ハイパーブックス彦根

滋賀県 三洋堂書店　長浜店

滋賀県 サンミュージック　ハイパーブックス長浜

滋賀県 サンミュージック　長浜店

滋賀県 サンミュージック　近江八幡店

滋賀県 三洋堂書店　近江八幡店

滋賀県 サンミュージックハイパーブックス駒井沢

滋賀県 サンミュージックＨＢ　かがやき通り店

滋賀県 ジュンク堂書店　滋賀草津店

滋賀県 サンミュージック　守山店

滋賀県 サンミュージック　ハイパーブックス水口店

滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ三宝堂　水口店

滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲西店

滋賀県 三洋堂書店　八日市店

滋賀県 サンミュージックハイパーブックス八日市店

滋賀県 三洋堂書店　豊郷店

京都府 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク

京都府 大垣書店　京都ヨドバシ店

京都府 大垣書店　イオンモール京都桂川店

京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ　福知山店



京都府 富士書房　大久保店

京都府 大垣書店　亀岡店

大阪府 ルーブル１９８０

大阪府 ゲーマーズ　なんば店

大阪府 ジュンク堂書店　難波店

大阪府 コミックとらのあな　なんば店Ａ

大阪府 コミックとらのあな　梅田店

大阪府 わんだーらんど　なんば店

大阪府 アミーゴ書店　東淀川店

大阪府 ジュンク堂書店　大阪本店

大阪府 ＮＥＴ２１清風堂書店　梅田店

大阪府 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　堺プラットプラット店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　堺南店

大阪府 大垣書店　高槻店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　貝塚２６号線店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡブックガレージ　ベルパルレ

大阪府 サンミュージック　ハイパーブックス茨木

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　リノアス八尾店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ビバモール寝屋川店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　香里園店

大阪府 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉２６号線店

大阪府 ブックスファミリア　羽曳野店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ノ里店

兵庫県 キクヤ事業本部　本社

兵庫県 ゲーマーズ　神戸三宮店

兵庫県 ジュンク堂書店　三宮駅前店

兵庫県 ジュンク堂書店　姫路店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　熊見店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路飾磨店

兵庫県 アニメイト　姫路

兵庫県 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ西明石店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　阪急伊丹駅前店

兵庫県 くまざわ書店　加古川店

兵庫県 ＴＢＳ　加古川ミーツテラス

兵庫県 喜久屋書店　柏原店

兵庫県 ブックセンターすばる　和田山店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　太子店



奈良県 三洋堂書店　大安寺店

奈良県 三洋堂書店　橿原神宮店

奈良県 三洋堂書店　桜井店

奈良県 三洋堂書店　香芝店

鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　角盤町店

鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　弓ヶ浜店

鳥取県 宮脇書店　境港店

島根県 ブックセンターコスモ　出雲店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡山西大寺店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中庄店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中島店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　笠岡富岡店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　井原店

岡山県 宮脇書店　総社店

広島県 コミックとらのあな　広島店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　竹原店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　新涯店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢丘店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　新松永店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　駅家店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　府中高木店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東広島店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン東広島店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宮内店

山口県 宮脇書店　ゆめモール下関店

山口県 ＴＳＵＴＡＹＡ　山口葵店

山口県 ＴＳＵＴＡＹＡ　防府店

山口県 ＴＳＵＴＡＹＡ　周南店

徳島県 ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店

愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇和店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　サンリブきふね店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　共立大前店

福岡県 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂書店　原田店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　和白店

福岡県 ゲーマーズ　博多店

福岡県 紀伊國屋書店　福岡本店

福岡県 アニメイト　福岡天神

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店ゆめタウン大牟田

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　上津店



福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　合川店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　コスタ行橋店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中間店

福岡県 蔦屋書店　イオンモール筑紫野

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　太宰府店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　前原店

福岡県 Ａ’ＢＯＯＫ　甘木店

福岡県 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂　長者原店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックガレージ福岡志免店

佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊万里店

佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　武雄店

佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　鹿島店

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　長崎ＣＯＣＯＷＡＬＫ

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　深堀店

長崎県 遊ＩＮＧ　城山店

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　広田店

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐世保梅田店

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店

熊本県 蔦屋書店　熊本三年坂

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　さくらの森店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　健軍店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　田崎店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　近見店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　浜線店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　清水バイパス

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　八代松江店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　玉名店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　菊池店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店

熊本県 蔦屋書店　嘉島

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　菊陽店

大分県 紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店

大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　森町店

大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　別府上人ヶ浜店

大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中津店

宮崎県 明林堂書店　南宮崎店

宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　大塚台店

宮崎県 蔦屋書店　宮崎高千穂通り



宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ岡富店

鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　名瀬店


