
都道府県 書店様名 書店様ご住所

北海道
紀伊國屋書店札幌本店 北海道札幌市中央区北五条西５－７ｓａｐｐｏｒｏ５５
三省堂書店札幌店 北海道札幌市中央区北五条西２－５ＪＲタワー札幌ステラプレイス５Ｆ
函館蔦屋書店 北海道函館市石川町８５－１

岩手県
エムズエクスポ花巻店 岩手県花巻市桜台１－１２－１２
エムズエクスポ盛岡店 岩手県盛岡市みたけ３－３６－１
蔦屋書店盛岡店 岩手県盛岡市本宮４－４０－２０

宮城県

アニメイト仙台店 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
丸善仙台アエル店 宮城県仙台市青葉区中央１－３－１ＡＥＲ１Ｆ
喜久屋書店仙台店 宮城県仙台市青葉区中央４－１－１イービーンズ６Ｆ
紀伊國屋書店仙台店 宮城県仙台市太白区長町７－２０－３ザ・モール仙台長町３Ｆ

福島県 アニメイトイオンいわき 福島県いわき市平三倉６８－１イオンいわき店３Ｆ
みどり書房イオンタウン店 福島県郡山市松木町２－８８

茨城県 ＡＣＡＤＥＭＩＡイーアスつくば店 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 茨城県つくば市研究学園７－５４－１

栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ新足利店 栃木県足利市朝倉町２５５－１

埼玉県

ジュンク堂書店大宮高島屋店 埼玉県さいたま市大宮区大門町１－３２大宮高島屋７Ｆ
ブックファーストルミネ川越店 埼玉県川越市脇田本町３９－１９ルミネ川越店４Ｆ
リブロららぽーと富士見店 埼玉県富士見市山室１－１３１３ららぽーと富士見１Ｆ１２６０
東京旭屋書店新越谷店 埼玉県越谷市南越谷１－１１－４ＶＡＲＩＥ３Ｆ

千葉県

ＴＳＵＴＡＹＡ柏駅前店 千葉県柏市柏１－２－３１柏共同ビル３Ｆ
アニメイト松戸店 千葉県松戸市松戸１２３０－１ピアザ松戸ビルＢ１Ｆ
アニメイト津田沼店 千葉県習志野市谷津１－１６－１モリシアビルレストラン５Ｆ
くまざわ書店ペリエ千葉エキナカ店 千葉県千葉市中央区新千葉１－１－１ペリエ千葉エキナカ４Ｆ４０３
くまざわ書店ららぽーと店 千葉県船橋市浜町２－１－１ららぽーとＴＯＫＹＯＢＡＹ北館２Ｆ
ジュンク堂書店柏モディ店 千葉県柏市柏１丁目２−２６ 柏モディ 5階
ときわ書房本八幡スクエア店＋ＧＥＯ 千葉県市川市八幡３－４－１
ブックエキスプレスペリエ西船橋店 千葉県船橋市西船４－２７－７ＪＲ西船橋駅ペリエ西船橋内３Ｆ
丸善津田沼店 千葉県習志野市谷津７－７－１Ｌｏｈａｒｕ津田沼Ｂ棟２Ｆ・３Ｆ
喜久屋書店千葉ニュータウン店 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
紀伊國屋書店流山おおたかの森店 千葉県流山市おおたかの森南１－５－１流山おおたかの森Ｓ・Ｃ２Ｆ
精文館書店木更津店 千葉県木更津市太田２－５－１

東京都

ＭＡＲＵＺＥＮ多摩センター店 東京都多摩市落合１－４６－１ココリア多摩センター５Ｆ
ＳＨＩＢＵＹＡＴＳＵＴＡＹＡ 東京都渋谷区宇田川町２１－６
ＴＳＵＴＡＹＡ三軒茶屋店 東京都世田谷区太子堂４－１－１キャロットタワー２Ｆ
アニメイト吉祥寺パルコ 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－５－１吉祥寺ＰＡＲＣＯ７Ｆ
アニメイト秋葉原本館 東京都千代田区外神田４－３－２
アニメイト新宿店 東京都新宿区新宿５－１６－４新宿マルイメン７Ｆ
アニメイト池袋本店 東京都豊島区東池袋１－２０－７
アニメイト立川店 東京都立川市柴崎町２－３－１ＡＳＡＭＩビル３Ｆ・４Ｆ
オリオン書房イオンモールむさし村山店 東京都武蔵村
オリオン書房ルミネ立川店 東京都立川市曙町２－１－１ルミネ立川店８Ｆ
くまざわ書店桜ヶ丘店 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
くまざわ書店池袋店 東京都豊島区西池袋１－１１－１ルミネ池袋６Ｆ
ジュンク堂書店吉祥寺店 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
ジュンク堂書店池袋本店 東京都豊島区南池袋２－１５－５
ブックエキスプレスエキュート赤羽店 東京都北区赤羽１－１－１ＪＲ赤羽駅北口改札構内
ブックファーストルミネ北千住店 東京都足立区千住旭町４２－２ルミネ北千住８Ｆ
ブックファースト新宿店 東京都新宿区西新宿１－７－３モード学園コクーンタワーＢ１Ｆ
ブックファースト中野店 東京都中野区中野４－３－１中野サンクォーレ１Ｆ・２Ｆ
丸善丸の内本店 東京都千代田区丸の内１－６－４丸の内ＯＡＺＯ内
紀伊國屋書店国分寺店 東京都国分寺市南町３－２０－３ＣＥＬＥＯ国分寺８Ｆ
紀伊國屋書店新宿本店Ｃ＆Ｄフォレスト 東京都新宿区新宿３－１７－７
啓文堂書店吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１－２５キラリナ京王吉祥寺７Ｆ
啓文堂書店多摩センター店 東京都多摩市落合１－１０－１京王多摩センター駅構内
啓文堂書店府中本店 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
三省堂書店アトレ秋葉原１ 東京都千代田区外神田１－１７－６アトレ秋葉原１２Ｆ
三省堂書店成城店 東京都世田谷区成城６丁目５−３４ 成城コルティ 2F
三省堂書店池袋本店 東京都豊島区南池袋１－２８－１西武池袋本店別館・書籍館
三省堂書店東京ソラマチ店 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
三省堂書店有楽町店 東京都千代田区有楽町２－１０－１東京交通会館１Ｆ・２Ｆ
書泉芳林堂書店高田馬場店 東京都新宿区高田馬場１－２６－５ＦＩビル３・４Ｆ
東京旭屋書店池袋店 東京都豊島区西池袋１－１－２５東武百貨店池袋店７Ｆ
文教堂書店二子玉川店 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
有隣堂グランデュオ蒲田店 東京都大田区西蒲田７－６８－１グランデュオ蒲田西館６Ｆ

神奈川

ＴＳＵＴＡＹＡあざみ野店 神奈川県横浜市青葉区新石川１－９－１真澄スクエアービル１Ｆ
アニメイト横浜ビブレ 神奈川県横浜市西区南幸２－１５－１３横浜ビブレ８Ｆ
アニメイト川崎店 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ミューザ川崎２Ｆ
くまざわ書店相模大野店 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
ジュンク堂書店藤沢店 神奈川県藤沢市藤沢５５９ビックカメラ７Ｆ・８Ｆ
スーパーブックス書房すみよし武蔵中原店 神奈川県川崎市中原区上小田中４－２－１ビーンズ武蔵中原２Ｆ
ブックファースト青葉台店 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－１－１青葉台東急スクエアＳｏｕｔｈ－１別館
丸善ラゾーナ川崎店 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１ラゾーナ川崎プラザ１Ｆ
紀伊國屋書店ららぽーと横浜店 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５－１ららぽーと横浜３Ｆ３５０９０

神奈川

紀伊國屋書店横浜店 神奈川県横浜市西区高島２－１８－１そごう横浜店７Ｆ
三省堂書店海老名店 神奈川県海老名市中央１－１－１ＶｉＮＡＷＡＬＫ一番館４Ｆ
三省堂書店新横浜店 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１００－４５キュービックプラザ新横浜８Ｆ
天一書房綱島店 神奈川県横浜市港北区綱島西１－６－１９綱島コア１５
天一書房日吉店 神奈川県横浜市港北区日吉２－１－１日吉東急Ａｖｅ南館３Ｆ
八重洲ブックセンター京急上大岡店 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１京急百貨店上大岡店６Ｆ
文教堂横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店 神奈川県横須賀市若松町２－３０横須賀モアーズシティ７Ｆ
文教堂書店溝ノ口本店 神奈川県川崎市高津区久本３－１－２８
有隣堂テラスモール湘南店 神奈川県藤沢市辻堂神台１－３－１テラスモール湘南４Ｆ４０１区画
有隣堂横浜駅西口店 神奈川県横浜市西区北幸１－１－８エキニアビルＢ３Ｆ
有隣堂戸塚モディ店 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
有隣堂新百合ヶ丘エルミロード店 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
有隣堂藤沢店 神奈川県藤沢市南藤沢２－１－１名店ビル内

新潟県 ジュンク堂書店新潟店 新潟県新潟市中央区笹口１－１プラーカ１１Ｆ・Ｂ１Ｆ
紀伊國屋書店新潟店 新潟県新潟市中央区万代１－５－１ラブラ万代６Ｆ

富山県 アニメイト富山店 富山県富山市桜橋通り５－１３富山興銀ビルＢ１Ｆ

長野県
平安堂あづみ野店 長野県安曇野市豊科南穂高１１１５スワンガーデン安曇野内
平安堂諏訪店 長野県諏訪市四賀２３２６－１
平安堂飯田店 長野県飯田市鼎名古熊６６０－１

岐阜県 丸善岐阜店 岐阜県岐阜市正木中１－２－１マーサ２１３Ｆ

静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ藤枝店 静岡県藤枝市瀬戸新屋２１３－１８
アニメイト静岡パルコ 静岡県静岡市葵区紺屋町６－７静岡パルコ６Ｆ
谷島屋イオンモール浜松志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂２－３７－１イオンモール浜松志都呂３Ｆ
谷島屋ららぽーと磐田店 静岡県磐田市高見丘１２００ららぽーと磐田１Ｆ
谷島屋浜松本店 静岡県浜松市中区砂山町６－１浜松メイワン８Ｆ

愛知県

アニメイト名古屋店 愛知県名古屋市中村区椿町１８－４椿太閤ビル
ジュンク堂書店名古屋栄店 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
三省堂書店名古屋本店 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
三洋堂書店新開橋店 愛知県名古屋市瑞穂区新開町１８−２２
三洋堂書店西尾店 愛知県西尾市今川町字馬捨場３１
三洋堂書店知立店 愛知県知立市東上重原６－２－１
三洋堂書店豊川店 愛知県豊川市馬場町宮脇１６６
星野書店近鉄パッセ店 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－２近鉄パッセ８Ｆ
精文館書店本店コミック館 愛知県豊橋市松葉町１－１５ＦＡＣＥ豊橋ビル３Ｆ

三重県 コメリ書房松阪店 三重県松阪市大黒田町５１５－１

滋賀県
サンミュージックハイパーブックス長浜 滋賀県長浜市八幡中山町６８１－３
喜久屋書店草津店 滋賀県草津市新浜町３００イオンモール草津２Ｆ
三洋堂書店近江八幡店 滋賀県近江八幡市鷹飼町北２－３－４

京都府
ＭＡＲＵＺＥＮ京都本店 京都府京都市中京区河原町三条下ル山崎町２５１京都ＢＡＬＢ１・２
大垣書店イオンモールＫＹＯＴＯ店 京都府京都市南区西九条鳥居口町１
大垣書店二条駅店 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町１－６ＢｉＶｉ二条１Ｆ

大阪府

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店梅田店 大阪府大阪市北区茶屋町７－２０チャスカ茶屋町Ｂ１Ｆ～７Ｆ
ＴＳＵＴＡＹＡららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 大阪府吹田市千里万博公園２－１ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ２Ｆ
アニメイトリノアス八尾店 大阪府八尾市光町２－６０リノアス八尾５Ｆ
アニメイト大阪日本橋店 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
アニメイト天王寺店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－４－７Ｇビル阿倍野０１３Ｆ
アニメイト枚方店 大阪府枚方市岡本町７－１ビオルネ５Ｆ
ジュンク堂書店上本町店 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１１Ｆ
ジュンク堂書店大阪本店 大阪府大阪市北区堂島１－６－２０堂島アバンザ内２～３Ｆ
ジュンク堂書店難波店 大阪府大阪市浪速区湊町１－２－３マルイト難波ビル３Ｆ
ブックスタジオ大阪店 大阪府大阪市北区梅田３丁目１−１ 大阪駅御堂筋北口
ブックファースト梅田２階店 大阪府大阪市北区芝田１－１－３阪急梅田駅２Ｆ
旭屋書店なんばＣＩＴＹ店 大阪府大阪市中央区難波５－１－６０なんばＣＩＴＹ本館Ｂ２
喜久屋書店漫画館阿倍野店 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
紀伊國屋書店グランフロント大阪店 大阪府大阪市北区大深町４−２０ グランフロント大阪 ショップ＆レストラン南館 6F
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紀伊國屋書店京橋店 大阪府大阪市都島区東野田町２－１－３８京阪モール２Ｆ
紀伊國屋書店堺北花田店 大阪府堺市北区東浅香山町４－１－１２－１３６イオンモール堺北花田４Ｆ
紀伊國屋書店泉北店 大阪府堺市南区茶山台１－３－１パンジョ４Ｆ
紀伊國屋書店天王寺ミオ店 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０－３９天王寺ミオ本館９Ｆ
紀伊國屋書店梅田本店 大阪府大阪市北区芝田１－１－３阪急三番街
大垣書店高槻店 大阪府高槻市芥川町１－２Ｃ－１１５号

兵庫県

ＴＳＵＴＡＹＡ太子店 兵庫県揖保郡太子町東出２５０－５
ＴＳＵＴＡＹＡ姫路飾磨店 兵庫県姫路市飾磨区今在家７－８８
ジュンク堂書店三宮駅前店 兵庫県神戸市中央区雲井通６－１－１５サンシティビル７Ｆ
ジュンク堂書店三宮店 兵庫県神戸市中央区三宮町１－６－１８
ジュンク堂書店明石店 兵庫県明石市大明石町１－６－１パピオスあかし２Ｆ
ふたば書房つかしん店 兵庫県尼崎市塚口本町４－８－１つかしんにしまち２Ｆ
ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店 兵庫県西宮市高松町１４－２－４０５阪急西宮ガーデンズ４Ｆ
旭屋書店ららぽーと甲子園店 兵庫県西宮市甲子園八番町１－１００ららぽーと甲子園２Ｆ
喜久屋書店西神中央店 兵庫県神戸市西区糀台５－２－３プレンティ１番館３Ｆ
喜久屋書店北神戸店 兵庫県神戸市北区上津台８－１－１イオンモール神戸北２Ｆ
大垣書店神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－７－２ｕｍｉｅＮＯＲＴＨＭＡＬＬ５Ｆ

奈良県 喜久屋書店橿原店 奈良県橿原市曲川町７－２０－１イオンモール橿原３Ｆ
喜久屋書店大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町７４１イオンモール大和郡山２Ｆ

和歌山 ＴＳＵＴＡＹＡＷＡＹガーデンパーク和歌山 和歌山県和歌山市松江字向鵜ノ島１４６９－１
本と文具ツモリ西部店 和歌山県橋本市神野々５６６－７

鳥取県 今井書店吉成コミック店 鳥取県鳥取市叶３１０
今井書店湖山メディア館 鳥取県鳥取市湖山町東４－８２

島根県 今井書店グループセンター店 島根県松江市田和山町８８
今井書店ゆめタウン出雲店 島根県出雲市大塚町６５０−１ ゆめタウン出雲店2F

岡山県
ＴＳＵＴＡＹＡＡＺ岡南店 岡山県岡山市南区築港栄町５－１２
喜久屋書店倉敷店 岡山県倉敷市水江１イオンモール倉敷２Ｆ
啓文社岡山本店 岡山県岡山市北区下中野３７７－１

広島県

アニメイト福山店 広島県福山市東桜町１－１アイネスフクヤマＢ１Ｆ
フタバ図書ツタヤアルティアルパーク北棟 広島県広島市西区草津南４－７－１
紀伊國屋書店広島店 広島県広島市中区基町６－２７アクア広島センター街６Ｆ
啓文社ポートプラザ店 広島県福山市入船町３－１－２５天満屋ハピータウン１Ｆ

山口県 アニメイトイオン防府店 山口県防府市中央町１－３イオン防府店３Ｆ
徳島県 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店 徳島県板野郡藍住町奥野東中須８８－１ゆめタウン徳島２Ｆ
香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ丸亀郡家店 香川県丸亀市郡家町１８６０－１
愛媛県 アニメイト松山店 愛媛県松山市湊町４－１０－８ＢＥ－ＦＬＡＴ４Ｆ

福岡県

Ａ’ＢＯＯＫ穂波店 福岡県飯塚市枝国長浦６６６－４８
ＴＳＵＴＡＹＡ和白店 福岡県福岡市東区和白２－１１－３５
アニメイト福岡パルコ店 福岡県福岡市中央区天神２－１１－１福岡パルコ８Ｆ
くまざわ書店小倉店 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
ジュンク堂書店福岡店 福岡県福岡市中央区大名１－１５－１天神西通りスクエア１Ｆ～３Ｆ
フタバ図書ツタヤＴＥＲＡイオン福岡店 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
丸善博多店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１ＪＲ博多シティ８Ｆ
紀伊國屋書店久留米店 福岡県久留米市新合川１－２－１ゆめタウン久留米２Ｆ
紀伊國屋書店福岡本店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街２−１ 博多バスターミナル 6F

長崎県
ＴＳＵＴＡＹＡ長崎ＣＯＣＯＷＡＬＫ 長崎県長崎市茂里町１－５５みらい長崎ココウォーク５Ｆ
紀伊國屋書店長崎店 長崎県長崎市元船町１０－１ゆめタウン夢彩都４Ｆ
遊ＩＮＧ浜町店 長崎県長崎市浜町２−３３

熊本県 アニメイト熊本店 熊本県熊本市中央区手取本町４－１２ファインビル３Ｆ
紀伊國屋書店熊本光の森店 熊本県菊池郡菊陽町光の森７－３３－１ゆめタウン光の森２Ｆ

大分県 紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店 大分県大分市要町１－１４アミュプラザおおいた４Ｆ
宮崎県 アニメイト宮崎店 宮崎県宮崎市橘通東３－１－１１アゲインビル２Ｆ
鹿児島 ブックスミスミオプシア店 鹿児島県鹿児島市宇宿２－３－５

紀伊國屋書店鹿児島店 鹿児島県鹿児島市中央町１－１アミュプラザ鹿児島４Ｆ
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