『王室教師ハイネ』TVアニメ化記念フェア
北海道地区
■北海道
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 札幌店
ＴＳＵＴＡＹＡ サーモンパーク店
ＴＳＵＴＡＹＡ 旭川永山店
ＴＳＵＴＡＹＡ 岩見沢店
ＴＳＵＴＡＹＡ 宮の森店
ＴＳＵＴＡＹＡ 倶知安店
ＴＳＵＴＡＹＡ 厚別ひばりが丘店
ＴＳＵＴＡＹＡ 厚別西４条店
ＴＳＵＴＡＹＡ 札幌インター店
ＴＳＵＴＡＹＡ 札幌菊水店
ＴＳＵＴＡＹＡ 札幌琴似店
ＴＳＵＴＡＹＡ 室蘭店
ＴＳＵＴＡＹＡ 小樽店
ＴＳＵＴＡＹＡ 上江別店
ＴＳＵＴＡＹＡ 深川店
ＴＳＵＴＡＹＡ 滝川店
ＴＳＵＴＡＹＡ 中標津店
ＴＳＵＴＡＹＡ 登別店
ＴＳＵＴＡＹＡ 苫小牧バイパス店
ＴＳＵＴＡＹＡ 苫小牧三光店
ＴＳＵＴＡＹＡ 南郷１３丁目店
ＴＳＵＴＡＹＡ 北１４条光星店
ＴＳＵＴＡＹＡ 紋別店
ＴＳＵＴＡＹＡ 余市店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 苫小牧店
アシーネ 栄町店
アシーネ 琴似店
アシーネ 上磯店

ＴＳＵＴＡＹＡ むつ店
ＴＳＵＴＡＹＡ 五所川原店
ＴＳＵＴＡＹＡ 弘前店
ＴＳＵＴＡＹＡ 十和田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 青森中央店
ＴＳＵＴＡＹＡ 八戸ニュータウン店
ＴＳＵＴＡＹＡ 浜館店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ つがる柏店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 十和田店
ＭＯＲＩＯＫＡ ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ 一関中央店
ＴＳＵＴＡＹＡ 一関店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 奥州水沢店
アニメイト 盛岡店
BOOK EXPRESS仙台北口店
ＴＳＵＴＡＹＡ やまとまち店
ＴＳＵＴＡＹＡ ヤマト屋書店 仙台八幡店
ＴＳＵＴＡＹＡ ヤマト屋書店 東仙台店
ＴＳＵＴＡＹＡ ヨークタウン山田鈎取店
ＴＳＵＴＡＹＡ ヨークタウン新田東店
ＴＳＵＴＡＹＡ 愛子店
ＴＳＵＴＡＹＡ 岩沼店
ＴＳＵＴＡＹＡ 古川バイパス店
ＴＳＵＴＡＹＡ 仙台駅前店
ＴＳＵＴＡＹＡ 仙台南店
ＴＳＵＴＡＹＡ 築館店
ＴＳＵＴＡＹＡ 白石店
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ

大館店
大仙店
能代店
由利本荘店

ＴＳＵＴＡＹＡ 寒河江店
ＴＳＵＴＡＹＡ 天童バイパス店
ＴＳＵＴＡＹＡ 東根店
アニメイト 山形店

アシーネ 滝川店
アシーネ 東札幌店
アシーネ 麻生店
アニメイト イオン釧路店
アニメイト 旭川店
アニメイト 札幌店
アニメイト 新千歳空港店
アニメイト 函館店
カルチャーエージェント文教堂新千歳空港店
喜久屋書店 帯広店
紀伊國屋書店 小樽店
ジュンク堂書店 旭川店
レッドゾーンプライス文教堂 西岡店
岡書 帯広イーストモール
岡本書店 恵庭店
喜久屋書店 小樽店
紀伊國屋書店 札幌本店
紀伊國屋書店 千歳店
札幌弘栄堂書店 アピア店
三省堂書店 札幌店
三省堂書店 函館営業所川原店
蔦屋書店 元町店
蔦屋書店 新道駅前店
函館 蔦屋書店
文教堂 アニメガ札幌パルコ店
文教堂 札幌大通駅店
文教堂書店 さっぽろ駅店
文教堂書店 宮の森店
東北地区
■青森県
アシーネ 八戸店
アニメイト 弘前店
アニメイト 青森店
アニメイト 八戸店
ジュンク堂書店 弘前中三店
紀伊國屋書店 弘前店
文教堂書店 つがる柏店
文教堂書店 八戸駅店

文教堂書店
文教堂書店
文教堂書店
文教堂書店
文教堂書店
文教堂書店
文教堂書店
文教堂書店
文教堂書店
文教堂書店
文教堂書店
文教堂書店
文教堂書店
文教堂書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店

琴似駅前店
札幌すすきの店
札幌ルーシー店
新札幌ＤＵＯ店
新千歳空港店
新道店
西野３条店
千歳店
湯ノ川店
函館テーオー店
函館昭和店
平岸店
北４９条店
北野店
旭川シーナ店
旭川駅前店
旭川西店
桑園店
江別店
江別野幌店
三笠店
手稲山口店
西岡店
石狩緑苑台店
苫小牧店
発寒店
苗穂店
名寄店

未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店

ヒロロ店
弘前樋の口店
十和田店
新七戸店
青森西店
藤崎店
八戸店
平賀店

■岩手県
エムズエクスポ盛岡店
ジュンク堂書店 盛岡店
ブックスアメリカン 北上店
ブックバーン 西根店

未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店

一関店
江釣子パル店
前沢店
矢巾店

未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店

塩釜店
気仙沼店
古川店
石巻店
仙台幸町店
仙台泉大沢店
仙台中山店
多賀城店
富谷店
名取店
利府店
亘理店

未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店

秋田店
大曲店
中仙店
土崎港店

■宮城県
ＴＳＵＴＡＹＡ 富谷大清水店
ＴＳＵＴＡＹＡ 涌谷店
ＴＳＵＴＡＹＡ仙台荒井店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 大崎古川店
アシーネ 仙台店
アニメイト 仙台店
うさぎや 長町店
くまざわ書店 エスパル仙台
丸善 仙台アエル店
喜久屋書店 仙台店
紀伊國屋書店 仙台店
蔦屋書店 仙台泉店
文教堂 ＪＯＹ仙台ロフト店
■秋田県
アニメイト 秋田店
イオン 能代書籍売場
ミライア 本荘店
未来屋書店 横手南店
■山形県
未来屋書店 三川店
未来屋書店 山形南店
未来屋書店 山形北店
未来屋書店 酒田南店

未来屋書店 酒田北店
未来屋書店 天童店
未来屋書店 東根店

BOOK EXPRESS福島東口店
ＴＳＵＴＡＹＡ イオンタウン郡山店
ＴＳＵＴＡＹＡ 会津アピオ店
ＴＳＵＴＡＹＡ 喜多方西店
ＴＳＵＴＡＹＡ 桑野店
ＴＳＵＴＡＹＡ 坂下店
ＴＳＵＴＡＹＡ 須賀川東店
ＴＳＵＴＡＹＡ 川俣店
ＴＳＵＴＡＹＡ 船引店
ＴＳＵＴＡＹＡ 滝沢店

ＡＣＡＤＥＭＩＡ イーアスつくば店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＬＡＬＡガーデンつくば
ＴＳＵＴＡＹＡ 鹿嶋宮中店
ＴＳＵＴＡＹＡ 神栖店
ＴＳＵＴＡＹＡ 神立店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ＢＬ石下店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ＢＬ友部店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ つくば店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ひたちなか店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ひたち野うしく店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 下館店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 境ＦｉＳＳ店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 玉造店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 古河店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 江戸崎店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 高萩店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 鹿島店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 守谷店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 新岩瀬店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 新常陸大宮店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 新石岡店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 新那珂店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 水戸笠原店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 水戸南店
ＴＳＵＴＡＹＡ ４００号西那須野店
ＴＳＵＴＡＹＡ なすの店
ＴＳＵＴＡＹＡ 宇都宮南店
ＴＳＵＴＡＹＡ 江曽島店
ＴＳＵＴＡＹＡ 黒磯店
ＴＳＵＴＡＹＡ 小山城南店
ＴＳＵＴＡＹＡ 真岡店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ＢＬ真岡店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 下野店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 鹿沼店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 小山店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 新足利店
ＴＳＵＴＡＹＡ タマムラブックセンター
ＴＳＵＴＡＹＡ 安中店
ＴＳＵＴＡＹＡ 江木店
ＴＳＵＴＡＹＡ 渋川店
ＴＳＵＴＡＹＡ 前橋荒牧店
ＴＳＵＴＡＹＡ 大泉店
ＴＳＵＴＡＹＡ 箱田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 片貝店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 伊勢崎店

■福島県
ＴＳＵＴＡＹＡ 南相馬店
ＴＳＵＴＡＹＡ 二本松店
ＴＳＵＴＡＹＡ 白河店
ＴＳＵＴＡＹＡ 福島南店
ＴＳＵＴＡＹＡ 本宮店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ いわき鹿島店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 小名浜店
アニメイト いわき店
アニメイト 郡山店
アニメイト 福島店
関東地区
■茨城県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 千代田店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 大穂店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 土浦店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 東海店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 東店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 那珂湊店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 日立中央店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 日立田尻店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 波崎店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 鉾田店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 北茨城店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 竜ヶ崎店
アニメイト イオンモール土浦店
アニメイト 水戸店
くまざわ書店 取手店
フタバ図書 ＴＥＲＡ守谷店
ブックエース 茨大前店
ブックエース 下館店
ブックエース 下妻店
ブックエース 結城店
ブックエース 見和店
ブックエース 坂東店
ブックエース 酒門店
■栃木県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 大田原店
アニメイト ロブレ小山店
アニメイト 宇都宮店
うさぎや ＴＳＵＴＡＹＡ宇都宮東簗瀬店
うさぎや 宇都宮テクノ店
うさぎや 宇都宮駅東口店
うさぎや 宇都宮戸祭店
うさぎや 宇都宮鶴田店
うさぎや 益子店
うさぎや 作新学院前店
うさぎや 自治医大店
うさぎや 栃木城内店
■群馬県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 館林店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 高崎店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 渋川店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 藤岡店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 富岡店
アニメイト イオンモール太田
アニメイト 高崎店
くまざわ書店 伊勢崎店
くまざわ書店 高崎店

くまざわ書店 福島エスパル店
ジュンク堂書店 郡山店
ブックエース 小名浜店
ブックエース 上荒川店
ブックエース 植田店
ブックエース 内郷店
岩瀬書店 富久山店プラスゲオ
未来屋書店 郡山フェスタ店
未来屋書店 白河西郷店

ブックエース 勝田東石川店
ブックエース 新取手店
ブックエース 総和店
ブックエース 東海店
ブックエース 日立鮎川店
丸善 水戸京成店
未来屋書店 水戸OPA店
三洋堂書店 石岡店
川又書店 エクセル店
川又書店 笠間店
川又書店 県庁店
川又書店 水戸駅プラムストリート店
蔦屋書店 ひたちなか店
文教堂書店 鹿島店
文教堂書店 水戸店
未来屋書店 つくば店
未来屋書店 ペルチ土浦店
未来屋書店 下妻店
未来屋書店 上水戸店
未来屋書店 水戸内原店
未来屋書店 西代店
未来屋書店 土浦店
未来屋書店 北竜台店

うさぎや 矢板店
カルチャーエージェント文教堂小山駅店
くまざわ書店 宇都宮インターパーク店
くまざわ書店 宇都宮店
喜久屋書店 宇都宮店
紀伊國屋書店 宇都宮店
宮脇書店 佐野店
文教堂書店 小山駅ビル店
未来屋書店 佐野新都市店
未来屋書店 小山店
未来屋書店 栃木店

喜久屋書店 太田店
紀伊國屋書店 前橋店
蔦屋書店 伊勢崎宮子店
蔦屋書店 伊勢崎平和町店
蔦屋書店 伊勢崎茂呂店
蔦屋書店 前橋みなみモール店
蔦屋書店 前橋吉岡店
蔦屋書店 太田店
未来屋書店 高崎店

ＡＣＡＤＥＭＩＡ 菖蒲店
BOOK EXPRESSディラ大宮店
ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽
ＣＨＩＥＮＯＷＡ ＢＯＯＫ ＳＴＯＲＥ
ＴＳＵＴＡＹＡ ＪＲ東所沢駅前店
ＴＳＵＴＡＹＡ ひばりヶ丘店
ＴＳＵＴＡＹＡ みどりが丘店
ＴＳＵＴＡＹＡ 伊奈店
ＴＳＵＴＡＹＡ 岩槻店
ＴＳＵＴＡＹＡ 狭山店
ＴＳＵＴＡＹＡ 幸手店
ＴＳＵＴＡＹＡ 行田門井店
ＴＳＵＴＡＹＡ 高階店
ＴＳＵＴＡＹＡ 高麗川店
ＴＳＵＴＡＹＡ 坂戸八幡店
ＴＳＵＴＡＹＡ 三芳藤久保店
ＴＳＵＴＡＹＡ 所沢山口店
ＴＳＵＴＡＹＡ 所沢北原店
ＴＳＵＴＡＹＡ 新所沢店
ＴＳＵＴＡＹＡ 雀宮店
ＴＳＵＴＡＹＡ 川越店
ＴＳＵＴＡＹＡ 大宮指扇店
ＴＳＵＴＡＹＡ 鶴ヶ島店
ＴＳＵＴＡＹＡ 東浦和店
ＴＳＵＴＡＹＡ 東鷲宮駅前店
ＴＳＵＴＡＹＡ 南古谷店
ＴＳＵＴＡＹＡ 南桜井店
ＴＳＵＴＡＹＡ 入間仏子店
ＴＳＵＴＡＹＡ 八潮店
ＴＳＵＴＡＹＡ 嵐山店
ＴＳＵＴＡＹＡ 籠原店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ＴＳＵＴＡＹＡ鴻巣店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 越谷店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 加須店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 三郷店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 川越店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 入間店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 本庄店
アシーネ 熊谷店
アシーネ 三芳店
アシーネ 所沢店
アシーネ 新座店
アシーネ 西浦和店
アシーネ 東大宮店
アシーネ 南越谷店
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 津田沼Ｐ店
BOOK EXPRESS西船橋店
BOOK EXPRESS南流山店
ＫａＢｏＳ ららぽーと柏の葉店
ＴＳＵＴＡＹＡ 浦安さくら通り店
ＴＳＵＴＡＹＡ 鎌ヶ谷店
ＴＳＵＴＡＹＡ 鴨川店
ＴＳＵＴＡＹＡ 館山店
ＴＳＵＴＡＹＡ 佐倉店
ＴＳＵＴＡＹＡ 四街道店
ＴＳＵＴＡＹＡ 市原五井店
ＴＳＵＴＡＹＡ 七光台店
ＴＳＵＴＡＹＡ 松戸栄町店
ＴＳＵＴＡＹＡ 千葉ニュータウン店
ＴＳＵＴＡＹＡ 千葉寺店
ＴＳＵＴＡＹＡ 大網白里店
ＴＳＵＴＡＹＡ 津田沼店
ＴＳＵＴＡＹＡ 土気店
ＴＳＵＴＡＹＡ 南行徳店
ＴＳＵＴＡＹＡ 二十世紀が丘店
ＴＳＵＴＡＹＡ 柏青葉台店
ＴＳＵＴＡＹＡ 富津店
ＴＳＵＴＡＹＡ 豊四季店
ＴＳＵＴＡＹＡ 北柏店
ＴＳＵＴＡＹＡ 流山店
ＴＳＵＴＡＹＡ 六高台店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 旭店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 鎌ケ谷店

■埼玉県
アニメイト イオンレイクタウン店
アニメイト モラージュ菖蒲店
アニメイト ららぽーと富士見店
アニメイト 熊谷店
アニメイト 所沢店
アニメイト 川越店
アニメイト 川口店
アニメイト 大宮コミック館
アニメイト 南越谷店
いけだ書店 飯能店
紀伊國屋書店 そごう川口店
くまざわ書店 アズセカンド店
くまざわ書店 宮原店
くまざわ書店 草加店
くまざわ書店 鷲宮店
ジュンク堂書店 大宮高島屋店
フタバ 新所沢店
フタバ図書 ＧＩＧＡ上里店
フタバ図書 ＧＩＧＡ大宮店
フタバ図書 ＧＩＧＡ武蔵浦和本店
フタバ図書ＧＩＧＡ与野本町店
ブックエース 春日部１６号線店
ブックエース 杉戸店
ブックスタマ 所沢店
ブックファースト ルミネ川越店
ブックファースト ルミネ大宮店
丸善 丸広百貨店飯能店
丸善 丸広百貨店東松山店
リブロ エキュート大宮店
リブロ ららぽーと富士見店
丸善 桶川店
紀伊國屋書店 さいたま新都心店
紀伊國屋書店 浦和パルコ店
紀伊國屋書店 川越店
紀伊國屋書店 入間丸広店
三省堂書店 大宮店
書楽 和光店
書泉芳林堂書店 イーサイト上尾店
書泉芳林堂書店 エミオ狭山市店
書泉芳林堂書店 航空公園駅店
書泉芳林堂書店 所沢駅ビル店
須原屋 川口前川店
須原屋 武蔵浦和店
精文館書店 北本店
蔦屋書店 フォレオ菖蒲店
■千葉県
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 江戸川台店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 成東店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 千葉ニュータウン店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 東金店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 八街店
WonderGOO 八千代店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 富里店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 茂原店
アシーネ 新浦安店
アシーネ 新松戸店
アシーネ 千葉長沼店
アシーネ 南行徳店
アニメイト アリオ柏
アニメイト イオンモール船橋店
アニメイト イオン木更津店
アニメイト 松戸店
アニメイト 千葉店
アニメイト 津田沼店
アニメイト 柏店
イオン書籍 鴨川
カルチャーエージェント文教堂 浦安駅店
くまざわ書店 プレナ幕張店
くまざわ書店 モラージュ柏店
くまざわ書店 ららぽーと店
くまざわ書店 稲毛店
くまざわ書店 松戸店
くまざわ書店 新鎌ケ谷店
くまざわ書店 蘇我店

蔦屋書店 滑川店
蔦屋書店 熊谷店
蔦屋書店 川島インター店
蔦屋書店 東松山店
蔦屋書店 本庄早稲田店
東京旭屋書店 新越谷店
東武ブックス ビーンズ戸田公園店
東武ブックス ふじみ野店
東武ブックス 越谷店
東武ブックス 久喜店
東武ブックス 上福岡店
東武ブックス 西川口店
東武ブックス 川越店
東武ブックス 朝霞台店
東武ブックス 東松山店
東武ブックス 動物公園駅店
博文堂書店 千間台店
文教堂書店 まるひろ南浦和店
文教堂書店 岩槻店
文教堂書店 狭山店
文教堂書店 熊谷ニットーモール店
文教堂書店 三郷店
文教堂書店 新座駅店
文教堂書店 川口駅店
文教堂書店 川口朝日町店
文教堂書店 朝霞マルエツ店
文教堂書店 東川口店
文教堂書店 東大宮駅ビル店
文教堂書店 本庄店
文教堂書店 蓮田店
未来屋書店 せんげん台店
未来屋書店 レイクタウン店
未来屋書店 羽生店
未来屋書店 狭山店
未来屋書店 春日部店
未来屋書店 川口店
未来屋書店 大井店
未来屋書店 大宮西店
未来屋書店 大宮店
未来屋書店 入間店
未来屋書店 北浦和店
未来屋書店 北戸田店
未来屋書店 与野店
未来屋書店 蓮田店

くまざわ書店 津田沼店
ジュンク堂書店 柏モディ店
ジュンク堂書店松戸伊勢丹店
ジュンク堂書店南船橋店
すばる書店 北習志野店
ときわ書房 八千代台店
ときわ書房 本八幡店
ブックエース 成田赤坂店
ブックマルシェ 我孫子店
丸善 津田沼店
丸善 舞浜イクスピアリ店
リブロ ペリエ千葉店
喜久屋書店 千葉ニュータウン店
紀伊國屋書店 セブンパークアリオ柏店
紀伊國屋書店 流山おおたかの森店
三省堂書店 カルチャーステーション千葉店
三省堂書店 千葉ＢＰ店
三省堂書店 船橋店
三洋堂書店 市原牛久店
三洋堂書店 東習志野店
三洋堂書店 岬店
新星堂 カルチェ５柏店書籍売場
精文館書店 ＴＳＵＴＡＹＡ仁戸名店
精文館書店 イオンおゆみ野店
精文館書店 おゆみ野店
精文館書店 花見川店
精文館書店 辰巳台店
精文館書店 木更津店

■千葉県
文教堂書店 馬橋駅前店
文教堂書店 八街店
文教堂書店 八千代緑が丘店
文教堂書店 茂原店
幕張 蔦屋書店
未来屋書店 イオンモール船橋店
未来屋書店 ノア店
未来屋書店 ペリエ海浜幕張店
未来屋書店 ボンベルタ成田店
未来屋書店 マリンピア店
未来屋書店 ユーカリが丘店
未来屋書店 鎌ケ谷店
未来屋書店 鎌取店
未来屋書店 高根木戸店
■東京都
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 東急蒲田店
アシーネ 赤羽北本通り店
BOOK EXPRESS くすりSTATION グランスタ東京店
アシーネ 大島店
BOOK EXPRESSアトレヴィ 巣鴨
アシーネ 練馬店
BOOK EXPRESSエキュート上野店
アニメイト イオンモールむさし村山
BOOK EXPRESSエキュート赤羽店
アニメイト 蒲田店
BOOK EXPRESSエキュート品川店
アニメイト 吉祥寺店
BOOK EXPRESSディラ拝島店
アニメイト 錦糸町店
BOOK EXPRESS京葉ＳＴ店
アニメイト 秋葉原店
BOOK EXPRESS駒込店
アニメイト 渋谷店
アニメイト 新宿店
BOOK EXPRESS秋葉原１号店
BOOK EXPRESS渋谷店
アニメイト 聖蹟桜ヶ丘店
BOOK EXPRESS新宿南口店
アニメイト 多摩センター店
BOOK EXPRESS大崎店
アニメイト 池袋本店
ｂｏｏｋｓｈｅｌｆ ＮＥＷｏＭａｎ新宿店
アニメイト 町田店
HINTINDEXBOOKエキュート東京店
アニメイト 八王子店
ＭＡＲＵＺＥＮ 多摩センター店
アニメイト 立川店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 渋谷店
アニメイトＡＫＩＢＡガールズステーション
ＳＨＩＢＵＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ
アニメガ 新宿アルタ店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫ ＳＴＯＲＥ五反田店
あゆみＢｏｏｋｓ 瑞江店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫ ＳＴＯＲＥ有楽町マルイ
オリオン書房 イオンモールむさし村山店
ＴＳＵＴＡＹＡ アトレヴィ田端店
オリオン書房 サザン店
ＴＳＵＴＡＹＡ ビッグボックス東大和市駅前店
オリオン書房 ルミネ立川店
ＴＳＵＴＡＹＡ 羽村店
オリオン書房 秋津店
ＴＳＵＴＡＹＡ 亀有店
カルチャーエージェントカフェ渋谷ココチ店
ＴＳＵＴＡＹＡ 鷺宮店
カルチャーエージェント文教堂 鷺ノ宮駅店
ＴＳＵＴＡＹＡ 桜新町店
カルチャーエージェント文教堂 西小山駅店
ＴＳＵＴＡＹＡ 三軒茶屋店
カルチャーエージェント文教堂新中野店
ＴＳＵＴＡＹＡ 三鷹北口店
カルチャーエージェント文教堂青山一丁目店
ＴＳＵＴＡＹＡ 自由が丘店
カルチャーエージェント文教堂武蔵小山駅店
ＴＳＵＴＡＹＡ 新橋店
紀伊國屋書店 明星大学ブックセンター
ＴＳＵＴＡＹＡ 新大久保店
くまざわ書店 イトーヨーカドー綾瀬店
ＴＳＵＴＡＹＡ 深大寺店
くまざわ書店 イトーヨーカドー大森店
ＴＳＵＴＡＹＡ 水元店
くまざわ書店 コミックランドビーワン蒲田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 石神井台店
くまざわ書店 コミックランドビーワン錦糸町店
ＴＳＵＴＡＹＡ 船堀店
くまざわ書店 コミックランドビーワン八王子店
ＴＳＵＴＡＹＡ 祖師谷大蔵店
くまざわ書店 桜ヶ丘店
ＴＳＵＴＡＹＡ 大崎駅前店
くまざわ書店 昭島店
ＴＳＵＴＡＹＡ 大森町駅前店
くまざわ書店 西新井店
ＴＳＵＴＡＹＡ 中延駅前店
くまざわ書店 西武池袋店
ＴＳＵＴＡＹＡ 町屋店
くまざわ書店 池袋店
ＴＳＵＴＡＹＡ 町田木曽店
くまざわ書店 八王子南口店
ＴＳＵＴＡＹＡ 調布駅南口店
くまざわ書店 武蔵小金井北口店
ＴＳＵＴＡＹＡ 東京上野店
くまざわ書店 豊洲店
ＴＳＵＴＡＹＡ 東村山店
コミコミ スタジオ町田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 東大島店
コミックプラザ×アニメイト
ＴＳＵＴＡＹＡ 等々力店
コミックとらのあな 秋葉原店Ａ
ＴＳＵＴＡＹＡ 馬事公苑店
コミックとらのあな 秋葉原店Ｂ
ＴＳＵＴＡＹＡ 幡ヶ谷店
コミックとらのあな 池袋店Ｂ
ＴＳＵＴＡＹＡ 浜田山店
ジュンク堂書店 吉祥寺店
ＴＳＵＴＡＹＡ 府中駅前店
ジュンク堂書店 大泉学園店
ＴＳＵＴＡＹＡ 武蔵小金井店
ジュンク堂書店 池袋本店
ＴＳＵＴＡＹＡ 福生店
ジュンク堂書店立川高島屋店
ＴＳＵＴＡＹＡ 練馬春日町店
明屋書店 中野ブロードウェイ店
あおい書店 渋谷南口店
久美堂
あおい書店 中野本店
フタバ図書 ＧＩＧＡ箱根ヶ崎店
フタバ図書 ＴＥＲＡ南砂町店
アシーネ あか羽店
ブックスタマ 上石神井店
アシーネ 小平店
ブックスタマ 小作店
アシーネ 成増店
ブックスタマ 千ケ瀬店
アシーネ 西台店
多田屋 佐原店
多田屋 千葉中央店
蔦屋書店 茂原店
東武ブックス ＲｅｄＷａｌｌ
東武ブックス 我孫子店
東武ブックス 船橋店
福家書店 市川店
文教堂書店 ユーカリが丘店
文教堂書店 浦安西友店
文教堂書店 下総中山駅店
文教堂書店 行徳店
文教堂書店 市原店
文教堂書店 小倉台店
文教堂書店 東習志野店

未来屋書店 市川妙典店
未来屋書店 成田店
未来屋書店 西千葉店
未来屋書店 銚子店
未来屋書店 津田沼店
未来屋書店 柏店
未来屋書店 八千代緑が丘店
未来屋書店 北小金店
未来屋書店 幕張新都心店
未来屋書店 幕張店
未来屋書店 木更津朝日店
未来屋書店 木更津店
有隣堂 アトレ新浦安店
有隣堂 シャポー市川店
ブックスタマ 東村山店
ブックスタマ 武蔵小山店
ブックスタマ 福生店
ブックファースト アトレ吉祥寺店
ブックファースト アトレ吉祥寺東館店
ブックファースト アトレ大森店
ブックファースト ルミネ新宿店
ブックファースト ルミネ町田店
ブックファースト ルミネ北千住店
ブックファースト レミィ五反田店
ブックファースト 自由が丘店
ブックファースト 渋谷文化村通り店
ブックファースト 新宿店
ブックファースト 大井町店
ブックファースト 二子玉川店
ブックファースト 練馬店
丸善 有明ワンザ店
丸善 お茶の水店
丸善 後楽園メトロ・エム店
丸善 日本橋店
丸善 丸の内本店
未来屋書店 碑文谷店
リブロ エキュート日暮里店
紀伊國屋書店 新宿本店C&D Forest
紀伊國屋書店 ららぽーと豊洲店
紀伊國屋書店 玉川高島屋店
紀伊國屋書店 国分寺店
紀伊國屋書店 笹塚店
紀伊國屋書店 西武渋谷店
紀伊國屋書店 北千住マルイ店
啓文堂書店 つつじヶ丘店
啓文堂書店 永山店
啓文堂書店 永福町店
啓文堂書店 荻窪店
啓文堂書店 下高井戸店
啓文堂書店 吉祥寺店
啓文堂書店 久我山店
啓文堂書店 高幡店
啓文堂書店 高尾店
啓文堂書店 狛江店
啓文堂書店 桜上水店
啓文堂書店 笹塚店
啓文堂書店 三鷹店
啓文堂書店 渋谷店
啓文堂書店 新宿店
啓文堂書店 仙川店
啓文堂書店 多摩センター店
啓文堂書店 中河原店
啓文堂書店 鶴川店
啓文堂書店 東府中店
啓文堂書店 南大沢店
啓文堂書店 八幡山店
啓文堂書店 府中店
啓文堂書店 武蔵野台店
啓文堂書店 豊田店
啓文堂書店 北野店
啓文堂書店 明大前店
三省堂書店 下北沢店
三省堂書店 経堂店

三省堂書店 秋葉原店
三省堂書店 神保町本店
三省堂書店 成城店
三省堂書店 池袋本店
三省堂書店 東京ソラマチ店
三省堂書店 東京駅一番街店
三省堂書店 有楽町店
書泉グランデ
書泉ブックタワー
書泉芳林堂書店 コミックプラザ
書泉芳林堂書店 東長崎店
真光書店 本店
大盛堂書店 駅前店
蔦屋書店 フレスポ府中店
蔦屋書店 南大沢店
蔦屋書店 八王子みなみ野店
蔦屋書店 八王子楢原店
東京旭屋書店 池袋店
東武ブックス ビーンズ赤羽店
東武ブックス 上板橋店
東武ブックス 成増店
東武ブックス 西新井店
東武ブックス 池袋北店
東武ブックス 北千住中央店
東武ブックス 北千住南店
東武ブックス 北千住北店
博文堂書店 田無店
福家書店 アリオ北砂店
福家書店 新宿サブナード店
文教堂 アニメガヴィーナスフォート店
文教堂 アニメガ新宿マルイアネックス店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ 港北店
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 橋本店
BOOK EXPRESSシアル桜木町店
BOOK EXPRESSディラ大船店
BOOK EXPRESSリエール藤沢店
BOOK EXPRESS横浜南口店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＣＯＭＢＯＸ２４６ 秦野店
ＴＳＵＴＡＹＡ さがみ野駅前店
ＴＳＵＴＡＹＡ はまりん横浜駅店
ＴＳＵＴＡＹＡ フレスポ小田原シティーモール店
ＴＳＵＴＡＹＡ 愛甲石田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 横山店
ＴＳＵＴＡＹＡ 横浜みなとみらい店
ＴＳＵＴＡＹＡ 寒川店
ＴＳＵＴＡＹＡ 菊名駅東口店
ＴＳＵＴＡＹＡ 蛍田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 古淵駅前通り店
ＴＳＵＴＡＹＡ 向ヶ丘遊園店
ＴＳＵＴＡＹＡ 港南中央店
ＴＳＵＴＡＹＡ 三崎店
ＴＳＵＴＡＹＡ 大井町店
ＴＳＵＴＡＹＡ 辻堂駅前店
ＴＳＵＴＡＹＡ 鶴ヶ峰駅前店
ＴＳＵＴＡＹＡ 鶴嶺店
ＴＳＵＴＡＹＡ 東海大学前店
ＴＳＵＴＡＹＡ 東大竹店
ＴＳＵＴＡＹＡ 南足柄店
ＴＳＵＴＡＹＡ 南太田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 平塚真土店
あおい書店 上大岡店
あおい書店 川崎駅前店
アシーネ 伊勢原店
アシーネ 鴨居店
アシーネ 橋本店
アシーネ 金沢八景店
アシーネ 戸塚店
アシーネ 向ケ丘店
アシーネ 港南台店
アシーネ 三ツ境店
アシーネ 十日市場店
アニメイト マルイファミリー海老名店
アニメイト 横須賀店

■東京都
文教堂 アニメガ池袋サンシャインアルタ店
文教堂 ホビー・アニメガ町田店
文教堂書店 あきる野とうきゅう店
文教堂書店 カレッタ汐留店
文教堂書店 グリーンコート店
文教堂書店 つくし野とうきゅう店
文教堂書店 王子神谷店
文教堂書店 河辺とうきゅう店
文教堂書店 京王八王子店
文教堂書店 経堂店
文教堂書店 広尾店
文教堂書店 三軒茶屋店
文教堂書店 三鷹駅店
文教堂書店 市ヶ谷店
文教堂書店 小金井店
文教堂書店 小平店
文教堂書店 人形町店
文教堂書店 成瀬店
文教堂書店 成増店
文教堂書店 西葛西店
文教堂書店 西台店
文教堂書店 青戸店
文教堂書店 赤羽店
文教堂書店 赤坂店
文教堂書店 代々木上原駅店
文教堂書店 大崎店
文教堂書店 中野坂上店
文教堂書店 東小金井店
文教堂書店 東陽町駅前店
文教堂書店 東陽町店
文教堂書店 南大沢店
■神奈川県
アニメイト 横浜店
アニメイト 小田原店
アニメイト 新百合ヶ丘店
アニメイト 川崎店
アニメイト 藤沢店
アニメイト 本厚木店
カルチャーエージェント文教堂 江田駅店
カルチャーエージェント文教堂ＭＭ駅店
カルチャーエージェント文教堂溝ノ口南口店
くまざわ書店 さぎ沼店
くまざわ書店 横須賀店
くまざわ書店 久里浜店
くまざわ書店 三ツ境店
くまざわ書店 湘南台店
くまざわ書店 相模大野店
くまざわ書店 大和鶴間店
くまざわ書店 本厚木店
サクラ書店 駅ビル店
ジュンク堂書店 藤沢店
ブックファースト ボーノ相模大野店
ブックファースト モザイクモール港北店
ブックファースト 青葉台店
丸善 横浜ポルタ店
丸善 ラゾーナ川崎店
井上書店 ミナール店
紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店
紀伊國屋書店 横浜みなとみらい店
紀伊國屋書店 横浜店
紀伊國屋書店 武蔵小杉店
啓文堂書店 稲田堤店
啓文堂書店 橋本駅店
啓文堂書店 小田急相模原店
啓文堂書店 東海大学前店
三省堂書店 海老名店
三省堂書店 小田原店
三省堂書店 新横浜店
住吉書房 宮崎台駅前店
住吉書房 新杉田店
住吉書房 東戸塚店
住吉書房 武蔵中原店
小田急ブックメイツ 新百合ヶ丘北口店
精文館書店 下永谷店

文教堂書店 二子玉川店
文教堂書店 浜松町店
文教堂書店 武蔵境駅前店
文教堂書店 武蔵小金井店
文教堂書店 木曽店
文教堂書店 練馬高野台店
文教堂書店 糀谷店
芳進堂 ラムラ店
芳林堂書店 高田馬場店
未来屋書店 葛西店
未来屋書店 東雲店
未来屋書店 東久留米店
未来屋書店 南砂店
未来屋書店 日の出店
未来屋書店 板橋店
未来屋書店 品川シーサイド店
明正堂 アトレ上野店
有隣堂 STORY新宿
有隣堂 Yurindo annex店
有隣堂 アトレ亀戸店
有隣堂 アトレ恵比寿店
有隣堂 アトレ大井町店
有隣堂 アトレ目黒店
有隣堂 グランデュオ蒲田店
有隣堂 ヨドバシAKIBA店
有隣堂 錦糸町テルミナ店
有隣堂 小岩ポポ店
有隣堂 町田モディ店
有隣堂 八王子店
廣文館 イトーヨーカドー曳舟店

精文館書店 下瀬谷店
蔦屋書店 厚木戸室店
蔦屋書店 港北ミナモ店
蔦屋書店 大和下鶴間店
天一書房 日吉店
八重洲ブックセンター 京急上大岡店
文教堂 アニメガ横浜ビブレ店
文教堂 スリーエフ相武台駅前南口店
文教堂 ホビーアニメガ通販サイト
文教堂書店 Ｒ４１２店
文教堂書店 あざみ野東急店
文教堂書店 すすき野とうきゅう店
文教堂書店 ひばりが丘店
文教堂書店 綾瀬上土棚店
文教堂書店 伊勢原店
文教堂書店 栄上郷店
文教堂書店 横浜北山田店
文教堂書店 梶ヶ谷店
文教堂書店 鎌倉とうきゅう店
文教堂書店 鎌倉台店
文教堂書店 鎌倉店
文教堂書店 茅ヶ崎円蔵店
文教堂書店 桂台店
文教堂書店 向ヶ丘駅前店
文教堂書店 溝ノ口駅前店
文教堂書店 溝ノ口本店
文教堂書店 三枚町店
文教堂書店 渋沢駅前店
文教堂書店 小田原店
文教堂書店 湘南とうきゅう店
文教堂書店 上溝番田店
文教堂書店 上作店
文教堂書店 上白根店
文教堂書店 城山店
文教堂書店 新城駅店
文教堂書店 新城店
文教堂書店 秦野駅前店
文教堂書店 杉久保店
文教堂書店 杉田とうきゅう店
文教堂書店 星ヶ丘店
文教堂書店 相模原富士見町店
文教堂書店 相模台店

■神奈川県
未来屋書店 つきみ野店
未来屋書店 ワールドポーターズビブレ店
未来屋書店 海老名店
未来屋書店 茅ヶ崎中央店
未来屋書店 湘南茅ヶ崎店
未来屋書店 新百合ケ丘店
未来屋書店 秦野店
未来屋書店 相模原店
未来屋書店 大和鶴間店
未来屋書店 大和店
未来屋書店 本牧店
未来屋書店 川崎アゼリア店
有隣堂 アトレ川崎店
有隣堂 センター南店
有隣堂 たまプラーザテラス店
有隣堂 テラスモール湘南
有隣堂 トレアージュ白旗店
甲信越地区
■山梨県
ＴＳＵＴＡＹＡ 甲府バイパス店
アニメイト 甲府店
ＴＳＵＴＡＹＡ 南アルプスガーデン店
ジュンク堂書店 岡島甲府店
アシーネ 大月店
朗月堂
■長野県
ＴＳＵＴＡＹＡ 駒ヶ根店
三洋堂書店 駒ヶ根店
ＴＳＵＴＡＹＡ 若里店
蔦屋書店 塩尻店
ＴＳＵＴＡＹＡ 松本庄内店
蔦屋書店 佐久小諸店
ＴＳＵＴＡＹＡ 東松本店
蔦屋書店 佐久野沢店
ＴＳＵＴＡＹＡ 南松本店
蔦屋書店 上田大屋店
ＴＳＵＴＡＹＡ 北松本店
蔦屋書店 諏訪中洲店
ＴＳＵＴＡＹＡ 箕輪店
蔦屋書店 須坂店
アニメイト 松本店
蔦屋書店 千曲屋代店
アニメイト 長野店
蔦屋書店 大町店
蔦屋書店 中野店
イオン 南松本書籍売場
■新潟県
ＴＳＵＴＡＹＡ 上越インター店
蔦屋書店 河渡店
アニメイト 新潟店
蔦屋書店 県央店
アニメイト 長岡店
蔦屋書店 佐渡佐和田店
蔦屋書店 小出店
イオン 白根店書籍売場
くまざわ書店 新潟西店
蔦屋書店 新潟中央インター店
ジュンク堂書店 新潟店
蔦屋書店 新潟万代
紀伊國屋書店 新潟店
蔦屋書店 新津店
知遊堂 三条店
蔦屋書店 新通店
知遊堂 上越国府店
蔦屋書店 新発田店
蔦屋書店 アクロスプラザ美沢店
蔦屋書店 竹尾インター店
蔦屋書店 横越バイパス店
蔦屋書店 長岡花園店
北陸地区
■富山県
ＢＯＯＫＳなかだ ファボーレ店
紀伊國屋書店 富山店
ＴＳＵＴＡＹＡ 砺波店
文苑堂書店 小杉店
アニメイト 富山店
文苑堂書店 富山豊田店
喜久屋書店 高岡店
文苑堂書店 清水町店
■石川県
ＫａＢｏＳ 大桑店
未来屋書店 加賀の里店
ＴＳＵＴＡＹＡ 金沢店
未来屋書店 金沢フォーラス店
アニメイト 金沢店
未来屋書店 御経塚店
金沢ビーンズ明文堂
未来屋書店 松任店
■福井県
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 新二の宮店
ＴＳＵＴＡＹＡ 春江店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫ ＳＴＯＲＥ パリオＣＩＴＹ店 ＴＳＵＴＡＹＡ 神明店
ＴＳＵＴＡＹＡ ワイプラザ武生店
ＴＳＵＴＡＹＡ 武生南店
ＴＳＵＴＡＹＡ 若杉店
ＴＳＵＴＡＹＡ 福井パリオ店
文教堂書店 相模大野銀座通り店
文教堂書店 大磯国府店
文教堂書店 大船モール店
文教堂書店 中央林間とうきゅう店
文教堂書店 中央林間店
文教堂書店 中山とうきゅう店
文教堂書店 鶴ケ峰店
文教堂書店 登戸駅店
文教堂書店 南橋本店
文教堂書店 入谷店
文教堂書店 平塚駅店
文教堂書店 平塚店
文教堂書店 保土ケ谷駅ビル店
文教堂書店 毛利台店
文教堂書店 葉山店
文教堂書店 立場店
平坂書房 ＭＯＲＥ’Ｓ店

有隣堂
有隣堂
有隣堂
有隣堂
有隣堂
有隣堂
有隣堂
有隣堂
有隣堂
有隣堂
有隣堂
有隣堂
有隣堂
有隣堂
有隣堂
有隣堂
有隣堂

トレッサ横浜店
ミウィ橋本店
横浜駅西口コミック王国
ららぽーと海老名店
ららぽーと湘南平塚店
ルミネ横浜店
戸塚モディ店
厚木店
小田原ラスカ店
新百合ヶ丘ｴﾙﾐﾛｰﾄﾞ店
長津田店
東急プラザ戸塚店
藤沢店
武蔵小杉店
淵野辺店
本厚木ミロード南館店
本店

未来屋書店 ココリ店
未来屋書店 甲府昭和店

蔦屋書店 長野川中島店
蔦屋書店 長野徳間店
文教堂 ＪＯＹ松本店
平安堂 あづみ野店
平安堂 座光寺店
平安堂 飯田店
未来屋書店 佐久平店
未来屋書店 上田店
未来屋書店 中野店
未来屋書店 穂高店
蔦屋書店 長岡古正寺店
蔦屋書店 長岡新保店
蔦屋書店 柏崎岩上店
蔦屋書店 豊栄店
蔦屋書店 六日町店
文教堂書店 新井店
未来屋書店 上越店
未来屋書店 新潟青山店
未来屋書店 新潟南店
未来屋書店 新発田店

文苑堂書店
文苑堂書店
文苑堂書店
未来屋書店

藤の木店
福田本店
本郷店
となみ店

未来屋書店 杜の里店
明文堂書店 ＫＯＭＡＴＳＵ
明文堂書店 ＴＳＵＴＡＹＡ 金沢野々市店

ＴＳＵＴＡＹＡ 福井高柳店
アニメイト 福井店
紀伊國屋書店 福井店
三洋堂書店 小浜店

MARUZEN&ジュンク堂書店 新静岡店
ＴＳＵＴＡＹＡ グランリバー大井川店
ＴＳＵＴＡＹＡ すみや三島店
ＴＳＵＴＡＹＡ すみや静岡平和町店
ＴＳＵＴＡＹＡ すみや函南店
ＴＳＵＴＡＹＡ すみや磐田南店
ＴＳＵＴＡＹＡ 押切店
ＴＳＵＴＡＹＡ 佐鳴台店
ＴＳＵＴＡＹＡ 沼津学園通り店
ＴＳＵＴＡＹＡ 清水春日店
ＴＳＵＴＡＹＡ 相良店
ＴＳＵＴＡＹＡ 袋井国本店
ＴＳＵＴＡＹＡ 辻店
ＴＳＵＴＡＹＡ 藤枝瀬戸新屋店
ＴＳＵＴＡＹＡ 函南店
ＴＳＵＴＡＹＡ 浜松中央店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ 大垣店
ＴＳＵＴＡＹＡ ブックストア モレラ岐阜
ＴＳＵＴＡＹＡ 瑞浪店
ＴＳＵＴＡＹＡ 多治見インター店
ＴＳＵＴＡＹＡ 大垣店
アニメイト 岐阜店
くまざわ書店 柳津店
コスモブックセンター
丸善 岐阜店
喜久屋書店 大垣店
三省堂書店 岐阜店
三省堂書店 大垣店
三洋堂書店 こくふ店
三洋堂書店 せき東店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫ ＳＴＯＲＥ 本山店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＦＡＳもとまち店
ＴＳＵＴＡＹＡ イオンタウン弥富店
ＴＳＵＴＡＹＡ ウイングタウン岡崎店
ＴＳＵＴＡＹＡ バロー戸田店
ＴＳＵＴＡＹＡ ブックセンター名豊緑店
ＴＳＵＴＡＹＡ ミユキモール庄内通店
ＴＳＵＴＡＹＡ 安城店
ＴＳＵＴＡＹＡ 稲沢店
ＴＳＵＴＡＹＡ 岡崎インター店
ＴＳＵＴＡＹＡ 原店
ＴＳＵＴＡＹＡ 高蔵寺店
ＴＳＵＴＡＹＡ 春日井店
ＴＳＵＴＡＹＡ 上小田井店
ＴＳＵＴＡＹＡ 新守山店
ＴＳＵＴＡＹＡ 瀬戸共栄通店
ＴＳＵＴＡＹＡ 瀬戸店
ＴＳＵＴＡＹＡ 池下店
ＴＳＵＴＡＹＡ 中部国際空港店
ＴＳＵＴＡＹＡ 東浦店
ＴＳＵＴＡＹＡ 南陽通店
ＴＳＵＴＡＹＡ 半田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 名古屋駅西店
ＴＳＵＴＡＹＡ 瑠璃光町店
TUTAYA 東大宮店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 碧南店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 名古屋大須店
アシーネ メイトピア店
アシーネ 上飯田店
アシーネ 名古屋東店
アニメイト イオンモール大高店
アニメイト 栄店
アニメイト 金山店
アニメイト 東岡崎店
アニメイト 豊橋店
アニメイト 豊田店
アニメイト 名古屋店
アニメガ 名古屋店
くまざわ書店 稲沢店
コミックとらのあな 名古屋店
ジュンク堂 名古屋栄店

東海地区
■静岡県
ＴＳＵＴＡＹＡ 富士本吉原店
アシーネ 裾野店
アシーネ 熱海店
アニメイト イオンモール富士宮店
アニメイト イオン浜松市野店
アニメイト 沼津店
アニメイト 静岡店
アニメイト 浜松店
明屋書店 渡瀬店
戸田書店 静岡本店
三洋堂書店 磐田店
精文館書店 ＴＳＵＴＡＹＡ御殿場店
精文館書店 ＴＳＵＴＡＹＡ豊田町店
精文館書店 領家店
谷島屋 ららぽーと磐田店
■岐阜県
たじみ店
みのかも店
下恵土店
芥見店
各務原店
高山バロー店
高山店
高富店
市橋店
新関店
新恵那店
新大垣店
垂井店
瑞浪中央店
■愛知県
ジュンク堂書店 ロフト名古屋店
フタバ図書 ＴＥＲＡワンダーシティ店
丸善 名古屋セントラルパーク店
紀伊國屋書店 名古屋空港店
光書店ＴＳＵＴＡＹＡ 戸田店
三省堂書店 一宮店
三省堂書店 名古屋高島屋店
三洋堂書店 いりなか店
三洋堂書店 ひしの店
三洋堂書店 よもぎ店
三洋堂書店 塩釜口店
三洋堂書店 乙川店
三洋堂書店 江南店
三洋堂書店 香久山店
三洋堂書店 高浜店
三洋堂書店 砂田橋店
三洋堂書店 志段味店
三洋堂書店 小牧東店
三洋堂書店 上前津店
三洋堂書店 城山店
三洋堂書店 新開橋店
三洋堂書店 清洲店
三洋堂書店 西尾店
三洋堂書店 大ぐち店
三洋堂書店 大田川店
三洋堂書店 知立店
三洋堂書店 中野橋店
三洋堂書店 鳥居松店
三洋堂書店 当知店
三洋堂書店 梅坪店
三洋堂書店 半田店
三洋堂書店 碧南店
三洋堂書店 豊川店
三洋堂書店 本新店
星野書店 近鉄パッセ店
精文館書店 安城店
精文館書店 一宮店
精文館書店 蒲郡三谷店
精文館書店 蒲郡店
精文館書店 幸店
精文館書店 幸田店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店

谷島屋 浜松本店
文教堂 アニメガ静岡１０９店
文教堂書店 伊東店
文教堂書店 大仁店
未来屋書店 蒲原店
未来屋書店 焼津店
未来屋書店 清水店
未来屋書店 袋井店
未来屋書店 浜松市野店
未来屋書店 浜松西店
未来屋書店 富士南店
明屋書店 イケヤ湖西店
明屋書店 イケヤ高丘店
明屋書店 イケヤ高林店
明屋書店 イケヤ磐田東店

三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
未来屋書店
未来屋書店

西可児店
川辺店
多治見南店
大野店
大和店
中つ川店
長良店
土岐店
南濃店
穂積店
本巣店
養老店
各務原店
大垣店

精文館書店 荒尾店
精文館書店 高師店
精文館書店 三ノ輪店
精文館書店 汐田橋店
精文館書店 新高浜店
精文館書店 新城店
精文館書店 新津島店
精文館書店 新田原店
精文館書店 新豊田店
精文館書店 西尾店
精文館書店 中島新町店
精文館書店 津島店
精文館書店 東店
精文館書店 南店
精文館書店 二川店
精文館書店 尾張一宮店
精文館書店 豊川店
精文館書店 豊田プラザ店
精文館書店 豊田西店
精文館書店 豊明店
精文館書店 本店コミック館
文教堂書店 弥富店
本の王国 安城店
未来屋書店 ナゴヤドーム前店
未来屋書店 岡崎店
未来屋書店 三好店
未来屋書店 守山店
未来屋書店 春日井店
未来屋書店 小牧店
未来屋書店 常滑店
未来屋書店 新瑞橋店
未来屋書店 大高店
未来屋書店 長久手店
未来屋書店 熱田店
未来屋書店 八事店
未来屋書店 扶桑店
未来屋書店 豊橋南店
未来屋書店 豊川店
未来屋書店 豊田店
未来屋書店 名古屋みなと店
未来屋書店 名古屋茶屋店

■愛知県
未来屋書店 有松店
■三重県
TSUTAYA WAY 久居店
アニメイト イオン桑名店
ＴＳＵＴＡＹＡ ブック・スクウェア菰野店
アニメイト 四日市店
ＴＳＵＴＡＹＡ ミタス伊勢店
丸善 四日市店
ＴＳＵＴＡＹＡ 伊勢上地店
三洋堂書店 サーキット通り店
ＴＳＵＴＡＹＡ 桑名店
三洋堂書店 桑名店
ＴＳＵＴＡＹＡ 笹川店
三洋堂書店 芸濃店
ＴＳＵＴＡＹＡ 四日市店
三洋堂書店 星川店
ＴＳＵＴＡＹＡ 上野店
三洋堂書店 生桑店
ＴＳＵＴＡＹＡ 鈴鹿中央通店
三洋堂書店 白塚店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 桑名店
三洋堂書店 富田店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 鈴鹿店
三洋堂書店 北勢店
関西地区
■滋賀県
ＴＳＵＴＡＹＡ 甲西店
サンミュージック ハイパーブックス彦根
ＴＳＵＴＡＹＡ 水口店
ジュンク堂書店 滋賀草津店
アニメイト アルプラザ草津店
喜久屋書店 草津店
アバンティブックセンター 南草津店
紀伊國屋書店 大津店
サンミュージック ハイパーブックス駒井沢
三洋堂書店 近江八幡店
サンミュージック ハイパーブックス長浜
三洋堂書店 高月店
■京都府
ＭＡＲＵＺＥＮ 京都本店
ブックファースト 四条大宮店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶＩＸ福知山店
喜久屋書店 漫画館京都店
ＴＳＵＴＡＹＡ 烏丸今出川店
三省堂書店 京都駅店
ＴＳＵＴＡＹＡ 山科駅前店
大垣書店 ＢＰ五条店
大垣書店 イオンモールＫＹＯＴＯ店
アシーネ 桂南店
アニメイト アバンティ京都店
大垣書店 イオンモール京都桂川店
アニメイト 京都店
大垣書店 イオンモール京都五条店
ブックスアスカ 西舞鶴店
大垣書店 ビブレ店
ブックパル文苑 桂南店
大垣書店 烏丸三条店
ブックファースト ミュー阪急桂店
大垣書店 亀岡店
ブックファースト 京都店
大垣書店 京都ファミリー店
■大阪府
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店
アシーネ 池田駅前店
ＪＱ ＳＴＯＲＥ 心斎橋ＯＰＡ店
アシーネ 長吉店
MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店
アシーネ 鳳店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ
アシーネ 北千里店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＣＬＵＢトーワブックス毛馬店
アシーネ 北野田店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＥＢＩＳＵＢＡＳＨＩ
アニメイト 京橋店
ＴＳＵＴＡＹＡ あべの橋店
アニメイト 高槻店
ＴＳＵＴＡＹＡ アミ中百舌鳥駅前店
アニメイト 大阪日本橋店
ＴＳＵＴＡＹＡ いのこ谷店
アニメイト 天王寺店
ＴＳＵＴＡＹＡ ビバモール寝屋川店
アニメイト 梅田店
ＴＳＵＴＡＹＡ ベルパルレ国道１号線店
アニメイト 布施店
ＴＳＵＴＡＹＡ 貝塚２６号線店
アニメイト 枚方店
ＴＳＵＴＡＹＡ 関西空港店
キャップ書店 オーク２番街店
ＴＳＵＴＡＹＡ 岸和田上町店
キャップ書店 河内長野店
ＴＳＵＴＡＹＡ 江坂店
キャップ書店 千林店
ＴＳＵＴＡＹＡ 香里園店
くまざわ書店 阿倍野店
ＴＳＵＴＡＹＡ 高槻店
くまざわ書店 天王寺店
ＴＳＵＴＡＹＡ 高槻南店
コジマブックス 文教堂 茨木店
ＴＳＵＴＡＹＡ 堺プラットプラット店
コミックとらのあな なんば店Ａ
ＴＳＵＴＡＹＡ 堺南店
コミックランド ヒバリヤ
ＴＳＵＴＡＹＡ 上新田店
ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店
ＴＳＵＴＡＹＡ 寝屋川駅前店
ジュンク堂書店 上本町店
ＴＳＵＴＡＹＡ 泉佐野店
ジュンク堂書店 大阪本店
ＴＳＵＴＡＹＡ 大正千島店
ジュンク堂書店 天満橋店
ＴＳＵＴＡＹＡ 長尾店
ジュンク堂書店難波店
ＴＳＵＴＡＹＡ 東香里店
ダイハン書房 高槻店
ＴＳＵＴＡＹＡ 藤井寺駅前店
田村書店 千里中央店
ＴＳＵＴＡＹＡ 梅田堂山店
田村書店上新庄店
ＴＳＵＴＡＹＡ 八戸ノ里店
田村書店西九条店
ＴＳＵＴＡＹＡ 八尾老原店
田村書店ららぽーと和泉店
ＴＳＵＴＡＹＡ 瓢箪山駅前店
ブックスタジオ 大阪店
ＴＳＵＴＡＹＡ 牧野高校前店
ブックファースト クリスタ長堀店
ＴＳＵＴＡＹＡ 箕面牧落店
ブックファースト コミックランド梅田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 和泉２６号線店
ブックファースト デュー阪急山田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 和泉観音寺店
ブックファースト なんばウォーク店
ブックファースト 蛍池店
アシーネ 京橋店
ブックファースト 三国店
アシーネ 古川橋駅前店
ブックファースト 曽根店
アシーネ 江坂店
ブックファースト 池田店
アシーネ 庄内店
ブックファースト 茶屋町口店
アシーネ 吹田店
未来屋書店 名西店

名豊 Ｍ．Ｃ．Ｃ．刈谷店
三洋堂書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店
未来屋書店

名張店
伊勢店
桑名店
四日市尾平店
四日市北店
松阪店
津城山店
東員店
日永店
鈴鹿店

三洋堂書店 長浜店
三洋堂書店 八日市店
三洋堂書店 豊さと店
大垣書店 フォレオ大津一里山店
未来屋書店 長浜店
未来屋書店 野洲店
大垣書店 京都ヨドバシ店
大垣書店 高野店
大垣書店 四条店
大垣書店 二条駅店
大垣書店 伏見店
文教堂書店 京都店
平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡ 京都リサーチパーク店
平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡ 興戸店
平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡ 小倉店
未来屋書店 久御山店
未来屋書店 高の原店
ブックファースト 梅田２階店
ブックファースト 梅田３階店
ブックファースト 豊中店
ブックファースト 野田アプラ店
ブックランキング難波店
丸善 八尾アリオ店
未来屋書店 りんくう泉南店
リブロ イオンモール鶴見店
リブロ 新大阪店
旭屋書店 なんばＣＩＴＹ店
旭屋書店 天王寺ＭｉＯ店
喜久屋書店 東急ハンズ心斎橋店
喜久屋書店 富田林店
喜久屋書店 漫画館阿倍野店
紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
紀伊國屋書店 京橋店
紀伊國屋書店 高槻店
紀伊國屋書店 堺北花田店
紀伊國屋書店 泉北店
紀伊國屋書店 梅田本店
紀伊國屋書店 本町店
三洋堂書店 阪南店
水嶋書房 くずは駅店
大垣書店 高槻店
大垣書店 豊中緑丘店
天牛堺書店 イオンモール堺鉄砲町店
福家書店 アリオ鳳店
文教堂 ＪＯＹ梅田ロフト店
文教堂 中之島フェスティバルプラザ店
文教堂書店 住道店
文教堂書店 淀屋橋店
枚方 蔦屋書店
未来屋書店 茨木店
未来屋書店 喜連瓜破店
未来屋書店 高槻店
未来屋書店 鴻池店
未来屋書店 四條畷店
未来屋書店 小阪店
未来屋書店 新金岡店

未来屋書店 大阪ドームシティ店
未来屋書店 大日店
未来屋書店 東岸和田店
アニメガ 三宮店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶＩＸ豊岡店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ 新三田店
ＴＳＵＴＡＹＡ ジェームス山店
ＴＳＵＴＡＹＡ シティオ三原店
ＴＳＵＴＡＹＡ 熊見店
ＴＳＵＴＡＹＡ 高砂米田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 篠山店
ＴＳＵＴＡＹＡ 西明石店
ＴＳＵＴＡＹＡ 西鈴蘭台店
ＴＳＵＴＡＹＡ 川西能勢口店
ＴＳＵＴＡＹＡ 相生店
ＴＳＵＴＡＹＡ 太子店
ＴＳＵＴＡＹＡ 姫路広峰店
ＴＳＵＴＡＹＡ 姫路飾磨店
ＴＳＵＴＡＹＡ 六甲道店
ＴＳＵＴＡＹＡ 和田山店
アシーネ 芦屋浜店
アシーネ 甲子園店
アシーネ 甲南店
アシーネ 新神戸店
アシーネ 西宮店
アシーネ 川西店
アシーネ 板宿店
アシーネ 舞子店
アシーネ 宝塚中山店
アシーネ 湊川店
アニメイト イオン明石店
アニメイト 三宮店
アニメイト 川西店
アニメイト 姫路店
アバンティブックセンター 三田駅前店
喜久屋書店 須磨パティオ店
TSUTAYA WAY 奈良押熊店
ＴＳＵＴＡＹＡ アクロスプラザ橿原店
ＴＳＵＴＡＹＡ 桜井店
アシーネ 富雄店
アニメイト 奈良店
喜久屋書店 橿原店
キャップ書店 王寺店
TSUTAYA
TSUTAYA
TSUTAYA
TSUTAYA

WAY
WAY
WAY
WAY

岩出店
海南店
オークワ本社店
オーシティ前田辺店

ＴＳＵＴＡＹＡ 角盤町店
ＴＳＵＴＡＹＡ 弓ヶ浜店
アニメイト イオン米子駅前店
今井書店 アプト店
今井書店 吉成コミック店
アニメイト イオン松江店
今井書店 ＡＲＥＡ
今井書店 ゆめタウン出雲店
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ

ＡＺ平井店
岡山西大寺店
笠岡富岡店
玉島店
玉野店
古新田店
高屋店
山陽店

■大阪府
未来屋書店 東大阪店
未来屋書店 南千里店
未来屋書店 日根野店
■兵庫県
キャップ書店 逆瀬川店
キャップ書店 立花店
くまざわ書店 あまがさき店
くまざわ書店 加古川店
ジュンク堂神戸さんちか店
ジュンク堂書店 神戸住吉店
ジュンク堂書店 三宮駅前店
ジュンク堂書店 三宮店
ジュンク堂書店 西宮店
ジュンク堂書店 姫路店
ジュンク堂書店 舞子店
ジュンク堂書店芦屋店
ジュンク堂書店明石店
田村書店伊川谷店
田村書店川西店
田村書店武庫之荘北店
ふたば書房 つかしん店
ブックファースト エビスタ西宮店
ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店
ブックファースト 阪神尼崎店
ブックファースト 西宮店
ブックファースト 川西店
ブックファースト 宝塚店
ブックファースト 六甲店
ブックフォーラム 伊川谷店
ブックフォーラム 花田店
ブックフォーラム 相生店
喜久屋書店 神戸学園都市店
喜久屋書店 神戸北町店
喜久屋書店 西神中央店
喜久屋書店 東急プラザ新長田店
喜久屋書店 姫路店
喜久屋書店 豊岡店
■奈良県
ジュンク堂書店 奈良店
喜久屋書店 大和郡山店
喜久屋書店 奈良駅店
啓林堂書店 学園前店
啓林堂書店 奈良店
三洋堂書店 橿原神宮店
三洋堂書店 香芝店
■和歌山県
TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店
TSUTAYA WAY 橋本店
TSUTAYA WAY 美浜店
アシーネ 田辺店
中国地区
■鳥取県
今井書店 境港店
今井書店 錦町店
今井書店 湖山メディア館
今井書店 倉吉パープルタウン店
今井書店 倉吉店
■島根県
今井書店 ゆめタウン浜田店
今井書店 安来プラーナ店
今井書店 学園通り店
■岡山県
ＴＳＵＴＡＹＡ 児島店
ＴＳＵＴＡＹＡ 十日市店
ＴＳＵＴＡＹＡ 水島店
ＴＳＵＴＡＹＡ 大安寺店
アニメイト 岡山店
フタバ図書 ＭＥＧＡ岡山青江店
ブックフォーラム喜久屋書店 津山店
丸善 岡山シンフォニービル店

未来屋書店 平野駅前店
未来屋書店 箕面店
未来屋書店 和泉府中店
喜久屋書店 北神戸店
喜久屋書店 名谷店
喜久屋書店 明石駅ビル店
紀伊國屋書店 加古川店
紀伊國屋書店 川西店
紀伊國屋書店 神戸店
紀伊國屋書店 西神店
大垣書店 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店
未来屋書店 アスパ高砂店
未来屋書店 ジェームス山店
未来屋書店 芦屋店
未来屋書店 伊丹店
未来屋書店 加古川店
未来屋書店 加西北条店
未来屋書店 三田ウッディタウン店
未来屋書店 三木店
未来屋書店 山崎店
未来屋書店 社店
未来屋書店 小野店
未来屋書店 赤穂店
未来屋書店 塚口店
未来屋書店 土山店
未来屋書店 東山店
未来屋書店 南淡路店
未来屋書店 尼崎店
未来屋書店 姫路リバーシティ店
未来屋書店 姫路大津店
未来屋書店 姫路店
未来屋書店 氷上店
未来屋書店 明石店
未来屋書店 和田山店
明屋書店 ユートピア野間店

三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
未来屋書店
未来屋書店

桜井店
榛原店
大安寺店
平群店
桜井店
天理店

アニメイト 和歌山店
くまざわ書店 和歌山MIO店
未来屋書店 和歌山新宮店
未来屋書店 和歌山店

今井書店 田園町店
蔦屋書店 境港店
本の学校 メディア館
未来屋書店 日吉津店

今井書店 出雲店
今井書店グループセンター店
未来屋書店 松江店
喜久屋書店 漫画館倉敷店
紀伊國屋書店 クレド岡山店
宮脇書店 岡山本店
啓文社 岡山本店
三省堂書店 岡山駅店
未来屋書店 岡山店
廣文館 アリオ倉敷店

ＴＳＵＴＡＹＡ フジグラン神辺店
ＴＳＵＴＡＹＡ フジグラン東広島店
ＴＳＵＴＡＹＡ フジグラン緑井店
ＴＳＵＴＡＹＡ 伊勢丘店
ＴＳＵＴＡＹＡ 駅家店
ＴＳＵＴＡＹＡ 可部店
ＴＳＵＴＡＹＡ 三原店
ＴＳＵＴＡＹＡ 松永店
ＴＳＵＴＡＹＡ 新涯店
ＴＳＵＴＡＹＡ 東広島店
アニメイト フジグラン東広島店
アニメイト 広島店
アニメイト 福山店
アルパークブックガーデン廣文館
ジュンク堂書店 広島駅前店
明屋書店 Spirits熊野店
フタバ図書 ＧＩＧＡ五日市店
フタバ図書 ＧＩＧＡ宇品店
フタバ図書 ＧＩＧＡ上安店
フタバ図書 ＧＩＧＡ祗園店
フタバ図書 ＧＩＧＡ高陽店
フタバ図書 GIGA本通店
ＴＳＵＴＡＹＡ アップルクラブ平生店
ＴＳＵＴＡＹＡ フジグラン宇部店
ＴＳＵＴＡＹＡ フジ西宇部店
ＴＳＵＴＡＹＡ 山口葵店
アニメイト イオン防府店
くまざわ書店 下関店
明屋書店 Spirits岩国店
明屋書店 セレンディップ徳山店
フタバ図書 ＧＩＧＡフレスタモール岩国店

ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ

フジグラン北島店
鴨島店
石井店
田宮店

ＴＳＵＴＡＹＡ 宇多津店
ＴＳＵＴＡＹＡ 丸亀郡家店
ＴＳＵＴＡＹＡ 西宝店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫ ＳＴＯＲＥ 重信
ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＩＬＬ 三津店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＩＬＬ 朝生田店
ＴＳＵＴＡＹＡ エミフルＭＡＳＡＫＩ店
ＴＳＵＴＡＹＡ フジグラン今治店
ＴＳＵＴＡＹＡ フジグラン松山店
ＴＳＵＴＡＹＡ フジ夏目店
ＴＳＵＴＡＹＡ 松山平井店
ＴＳＵＴＡＹＡ 新居浜店
ＴＳＵＴＡＹＡ 砥部店
ＴＳＵＴＡＹＡ 姫原店
ＴＳＵＴＡＹＡ 富久店
ＴＳＵＴＡＹＡ 北宇和島店
アニメイト 松山店
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ

あぞの店
いの店
安芸店
御座店
高岡店
高須店
四万十店

■広島県
フタバ図書 ｱﾙﾃｨ アルパーク北棟店
フタバ図書 ｱﾙﾃｨ 福山本店
フタバ図書 広電楽々園店
フタバ図書 ゆめタウン黒瀬店
フタバ図書 ＧＩＧＡ呉駅レクレ店
フタバ図書 ＧＩＧＡ広島駅前店
フタバ図書 ＭＥＧＡ祇園中筋店
フタバ図書 ＴＥＲＡ広島府中店
フタバ図書 ラフォーレ店
フタバ図書 横川店
フタバ図書 可部センター店
フタバ図書 海田店
フタバ図書 五日市福屋店
フタバ図書 広大前店
フタバ図書 広店
フタバ図書 三次店
フタバ図書 大竹店
フタバ図書 八丁堀店
フタバ図書 八本松店
未来屋書店 クレアル店
丸善 広島店
■山口県
フタバ図書 ＧＩＧＡ防府店
未来屋書店 防府店
明屋書店 MEGA新下関店
明屋書店 MEGA大内店
明屋書店 下松店
明屋書店 宮野店
明屋書店 光店
明屋書店 厚狭店
明屋書店 今宿店
四国地区
■徳島県
ＴＳＵＴＡＹＡ 北島店
アニメイトとくしま
紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店
■香川県
アニメイト 高松店
くまざわ書店 高松店
紀伊國屋書店 丸亀店
■愛媛県
紀伊國屋書店 いよてつ高島屋店
明屋書店 MEGA西の土居店
明屋書店 MEGA平田店
明屋書店 Spirits石手店
明屋書店 ｾﾚﾝﾃﾞｨｯﾌﾟｱｴﾙ店
明屋書店 宇和店
明屋書店 宇和島明倫店
明屋書店 喜田村店
明屋書店 空港通店
明屋書店 広見店
明屋書店 今治別宮店
明屋書店 今治本店
明屋書店 松山本店
明屋書店 松前店
■高知県
ＴＳＵＴＡＹＡ 瀬戸高知店
ＴＳＵＴＡＹＡ 中万々店
ＴＳＵＴＡＹＡ 土佐道路店
ＴＳＵＴＡＹＡ 南国店
アニメイト 高知店
金高堂朝倉ブックセンター
金高堂土佐山田店

紀伊國屋書店 ゆめタウン広島店
紀伊國屋書店 ゆめタウン廿日市店
紀伊國屋書店 広島店
啓文社 コア福山西店
中央書店 サンモールＣＣ店
未来屋書店 宇品店
未来屋書店 広島段原店
廣文館 イオン高屋ＳＣ店
廣文館 呉駅ビル店
廣文館 サングリーン三次店
廣文館 サンリブ五日市店
廣文館 フジグラン広島店
廣文館 フジグラン高陽店
廣文館 フレスタ三次店
廣文館 三原宮浦店
廣文館 金座街本店
廣文館 広島空港店
廣文館 広島駅ビル店
廣文館 新幹線店
廣文館 福山駅ビル店
廣文館 緑井天満屋店

明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店

小郡店
長府店
長門店
東岐波店
南岩国店
萩店
富田店
柳井店
緑町店

紀伊國屋書店 徳島店
南海ブックス
明屋書店 キダブン

宮脇書店 南本店
文教堂 アニメガ高松店
未来屋書店 綾川店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店

新居浜松木店
西条福武店
西条本店
石井店
川東店
川之江店
大洲店
中央通店
砥部店
東予店
内子店
南宇和店
八幡浜店
平井店

金高堂本店
金高堂野市店
蔦屋書店 フジグラン野市
明屋書店 Spirits須崎店
明屋書店 四万十川店
明屋書店 宿毛店

Ａ’ＢＯＯＫ 穂波店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 次郎丸店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 神松寺店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 太宰府店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 筑紫野店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫ ＧＡＲＡＧＥ 福岡志免
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫ ＳＴＯＲＥ ＴＥＮＪＩＮ
ＴＳＵＴＡＹＡ サンリブきふね店
ＴＳＵＴＡＹＡ スピナ到津店
ＴＳＵＴＡＹＡ チャチャタウン小倉店
ＴＳＵＴＡＹＡ 共立大前店
ＴＳＵＴＡＹＡ 合川店
ＴＳＵＴＡＹＡ 上津店
ＴＳＵＴＡＹＡ 積文館書店 シュロアモール店
ＴＳＵＴＡＹＡ 前原店
ＴＳＵＴＡＹＡ 中間店
ＴＳＵＴＡＹＡ 朝日ヶ丘店
ＴＳＵＴＡＹＡ 天神駅前福岡ビル店
ＴＳＵＴＡＹＡ 柳川店
ＴＳＵＴＡＹＡ 老司店
ＴＳＵＴＡＹＡ 和白店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ コスタ行橋店
アシーネ マリナタウン店
アシーネ 下大利店
アシーネ 中間店
アシーネ 二日市店
アシーネ 福岡店

九州・沖縄地区
■福岡県
アシーネ 福重店
アニメイト イオンモール筑紫野
アニメイト 小倉店
アニメイト 福岡天神店
アニメガリミテッドストア 福岡パルコ店
喜久屋書店 小倉南店
くまざわ書店 小倉店
ジュンク堂書店 福岡店
白石書店駅前店
白石書店本店
福岡金文堂 本店
フタバ図書 ＧＩＧＡ今宿店
フタバ図書 ＧＩＧＡ春日店
フタバ図書 ＧＩＧＡ福大前店
フタバ図書 ＴＥＲＡ福岡東店
ブックセンタークエスト エマックス久留米
丸善 博多店
喜久屋書店 小倉店
紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店
紀伊國屋書店 福岡本店
積文館書店 天神地下街店
蔦屋書店 イオンモール筑紫野
蔦屋書店 コマーシャルモール博多
福岡金文堂 大橋駅店
福岡金文堂 姪浜店
福岡金文堂 姪浜南店

■佐賀県
ＴＳＵＴＡＹＡ 唐津店
ＴＳＵＴＡＹＡ 武雄店
ＴＳＵＴＡＹＡ 兵庫町店
アニメイト モラージュ佐賀店
■長崎県
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫ ＳＴＯＲＥ させぼ五番街店 ＴＳＵＴＡＹＡ 佐世保梅田店
ＴＳＵＴＡＹＡ ココアドバンス愛野店
ＴＳＵＴＡＹＡ 島原店
ＴＳＵＴＡＹＡ ココアドバンス大村店
ＴＳＵＴＡＹＡ 遊ＩＮＧ時津店
ＴＳＵＴＡＹＡ ココアドバンス大塔店
ＴＳＵＴＡＹＡ 遊ＩＮＧ城山店
ＴＳＵＴＡＹＡ ココアドバンス有家店
ＴＳＵＴＡＹＡ 遊ＩＮＧ畝刈店
ＴＳＵＴＡＹＡ 広田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 遊ＩＮＧ浜町店
■熊本県
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 菊池店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 田崎店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 菊陽店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 浜線店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 玉名店
ＴＳＵＴＡＹＡ さくらの森店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 琴平店
ＴＳＵＴＡＹＡ 水俣店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 近見店
ＴＳＵＴＡＹＡ 天草店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 健軍店
ＴＳＵＴＡＹＡ 八代松江店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 御領店
アシーネ 熊本店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 植木店
アニメイト 熊本店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 清水バイパス店
紀伊國屋書店 熊本光の森店
■大分県
ＴＳＵＴＡＹＡ 賀来店
くまざわ書店 大分店
ＴＳＵＴＡＹＡ 光吉店
紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店
ＴＳＵＴＡＹＡ 森町店
紀伊國屋書店 大分店
ＴＳＵＴＡＹＡ 大在店
未来屋書店 三光店
ＴＳＵＴＡＹＡ 中津店
明屋書店 コスモタウン佐伯店
ＴＳＵＴＡＹＡ 別府上人ヶ浜店
明屋書店 わさだ店
明屋書店 宇佐店
アシーネ 日田店
アニメイト 大分店
■宮崎県
ＦＣ明屋 一ケ岡店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 大塚台店
ＦＣ明屋 高千穂店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 鷹尾店
ＦＣ明屋 川南店
ＴＳＵＴＡＹＡ 南宮崎店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 岡富店

ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ

伊万里店
医大通り店
積文館書店 佐大通り店
鳥栖店

文教堂 ＪＯＹ天神ロフト店
未来屋書店 岡垣店
未来屋書店 原店
未来屋書店 戸畑店
未来屋書店 香椎浜店
未来屋書店 黒崎店
未来屋書店 笹丘店
未来屋書店 小郡店
未来屋書店 大牟田店
未来屋書店 大木店
未来屋書店 大野城店
未来屋書店 直方店
未来屋書店 八幡東店
未来屋書店 福岡伊都店
未来屋書店 福津店
明屋書店 伊加利店
明屋書店 苅田店
明屋書店 行橋行事店
明屋書店 宗像店
明屋書店 小倉沼新町店
明屋書店 小倉曽根店
明屋書店 小倉南店
明屋書店 新田原店
明屋書店 池尻店
明屋書店 豊前店
明林堂書店 エーブック飯塚店

くまざわ書店 佐賀店
紀伊國屋書店 佐賀店
積文館書店 佐賀駅店
未来屋書店 上峰店
アシーネ 長崎店
アシーネ 島原店
アニメイト 佐世保店
アニメイト 長崎店
メトロ書店 本店

蔦屋書店 嘉島
蔦屋書店 熊本三年坂
蔦屋書店 小川町
未来屋書店 八代店
明屋書店 サンロード錦店
明屋書店 サンロード熊本店
明屋書店 サンロード多良木店
明屋書店 サンロード免田店

明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店
明屋書店

臼杵野田店
賀来店
高城店
中央町店
中津本店
日田店
豊後高田店

アニメイト 宮崎店
たかなべ書房
蔦屋書店 宮崎高千穂通り

ＭＡＲＵＺＥＮ 天文館店
ＴＳＵＴＡＹＡ プラッセ宮之城店
ＴＳＵＴＡＹＡ プラッセ種子島店
ＴＳＵＴＡＹＡ フレスポ国分店
ＴＳＵＴＡＹＡ 伊佐店
ＴＳＵＴＡＹＡ 伊集院店
ＴＳＵＴＡＹＡ 加世田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 吉野店
ＴＳＵＴＡＹＡ 甲南通り店
ＴＳＵＴＡＹＡ 指宿店
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ

首里店
那覇新都心店
美里店
泡瀬店

■鹿児島県
ＴＳＵＴＡＹＡ 出水本町店
ＴＳＵＴＡＹＡ 城西店
ＴＳＵＴＡＹＡ 川内中央店
ＴＳＵＴＡＹＡ 中山店
ＴＳＵＴＡＹＡ 田上店
ＴＳＵＴＡＹＡ 名瀬店
アシーネ 鹿児島中央店
アシーネ 鹿児島店
アニメイト 鹿児島店

くまざわ書店 与次郎店
ジュンク堂書店 鹿児島店
明屋書店 クッキー川内店
ブックスミスミ オプシア店
ブックセンターリリーズ 国分店
紀伊國屋書店 鹿児島店
未来屋書店 姶良店
未来屋書店 鹿児島店
明屋書店 クッキー隼人店

■沖縄県
アニメイト 那覇国際通り店
ジュンク堂書店 那覇店
球陽堂書房 那覇メインプレイス店

未来屋書店 とよみ店
未来屋書店 沖縄ライカム店
未来屋書店 北谷店

