
書店名 書店都道府県 自治体名

紀伊國屋書店　札幌本店 北海道 中央区

アニメイト　札幌 北海道 中央区

北文舘本店 北海道 函館市

喜久屋書店　小樽店 北海道 小樽市

岡書　西帯店 北海道 帯広市

ブックスモア　青森中央店 青森県 青森市

喜久屋書店　仙台店 宮城県 青葉区

紀伊國屋書店　仙台店 宮城県 太白区

ブックスなにわ　多賀城店 宮城県 多賀城市

スーパーブックス　八橋店 秋田県 秋田市

ミライア　本荘店 秋田県 由利本荘市

こまつ書店　寿町本店 山形県 山形市

こまつ書店　桜田店 山形県 山形市

くまざわ書店　山形店 山形県 山形市

こまつ書店　堀川町店 山形県 米沢市

松田書店　コム店 山形県 寒河江市

ヤマニ書房　ラトブ店 福島県 いわき市

文芸堂書店　相馬店 福島県 相馬市

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店 茨城県 牛久市

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店 茨城県 つくば市

アニメイト　大宮コミック館 埼玉県 大宮区

ブックデポ書楽 埼玉県 中央区

成文堂　南浦和店 埼玉県 南区

ブックマルシェ　アリオ深谷店 埼玉県 深谷市

明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　レイクタウン 埼玉県 越谷市

ほんのいえ　宮脇書店　越谷店 埼玉県 越谷市

博文堂書店　千間台店 埼玉県 越谷市

宮脇書店　朝霞店 埼玉県 朝霞市

三省堂書店　カルチャーステーション千葉 千葉県 中央区

ときわ書房　本八幡スクエア店＋ＧＥＯ 千葉県 市川市

ときわ書房　本店 千葉県 船橋市

博文堂書店　君津店 千葉県 君津市

丸善　丸の内本店 東京都 千代田区

書泉ブックタワー 東京都 千代田区

アニメイト　秋葉原本館 東京都 千代田区

ブックファースト　新宿店 東京都 新宿区

紀伊國屋書店　新宿本店 東京都 新宿区

ＮＥＴ２１恭文堂学芸大学店 東京都 目黒区

ＮＥＴ２１千歳書店 東京都 世田谷区



ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 東京都 渋谷区

明屋書店　中野ブロードウェイ店 東京都 中野区

ブックショップ書楽 東京都 杉並区

山下書店　大塚店 東京都 豊島区

ジュンク堂書店　池袋本店 東京都 豊島区

くまざわ書店　サンシャインシティアルパ店 東京都 豊島区

大和書店 東京都 葛飾区

椿書房 東京都 江戸川区

アニメイト　立川 東京都 立川市

オリオン書房　ノルテ店 東京都 立川市

啓文堂書店　府中本店 東京都 府中市

オリオン書房　エミオ秋津店 東京都 東村山市

紀伊國屋書店　国分寺店 東京都 国分寺市

博文堂書店　田無店 東京都 西東京市

ブックポート２０３　鶴見店 神奈川県 鶴見区

有隣堂　横浜駅西口コミック王国 神奈川県 西区

有隣堂　本店 神奈川県 中区

有隣堂　戸塚モディ店 神奈川県 戸塚区

ブックコンパス　アトレ大船店 神奈川県 栄区

紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店 神奈川県 都筑区

丸善　ラゾーナ川崎店 神奈川県 幸区

くまざわ書店　横須賀店 神奈川県 横須賀市

サクラ書店　高村店 神奈川県 平塚市

有隣堂　藤沢店 神奈川県 藤沢市

Ｂｏｏｋプラザ文華堂 神奈川県 藤沢市

有隣堂　厚木店 神奈川県 厚木市

三省堂書店　海老名店 神奈川県 海老名市

紀伊國屋書店　新潟店 新潟県 中央区

知遊堂　上越国府店 新潟県 上越市

文苑堂書店　富山豊田店 富山県 富山市

文苑堂書店　福田本店 富山県 高岡市

明文堂　氷見店 富山県 氷見市

明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店 石川県 野々市市

宮脇書店　春江店 福井県 坂井市

平安堂　長野店 長野県 長野市

平安堂　座光寺店 長野県 飯田市

平安堂　飯田店 長野県 飯田市

平安堂　須坂店 長野県 須坂市

平安堂　伊那店 長野県 伊那市

三省堂書店　岐阜店 岐阜県 岐阜市



三洋堂書店　みのかも店 岐阜県 美濃加茂市

カルコス　各務原店 岐阜県 各務原市

谷島屋　流通通り店 静岡県 葵区

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店 静岡県 葵区

谷島屋　浜松本店 静岡県 中区

アマノ　布橋店 静岡県 中区

アマノ　有玉店 静岡県 東区

アマノ　三方原店 静岡県 北区

谷島屋　サンストリート浜北店 静岡県 浜北区

戸田書店　富士宮店 静岡県 富士宮市

マルサン書店　サントムーン店 静岡県 清水町

丸善　イオンタウン千種店 愛知県 千種区

三省堂書店　名古屋本店 愛知県 中村区

アニメイト　名古屋 愛知県 中村区

精文館書店　本店 愛知県 豊橋市

宮脇書店　尾西店 愛知県 一宮市

三洋堂書店　乙川店 愛知県 半田市

ＴＳＵＴＡＹＡブックセンター名豊刈谷店 愛知県 刈谷市

精文館書店　新豊田店 愛知県 豊田市

精文館書店　豊明店 愛知県 豊明市

サンミュージック　ハイパーブックス長浜 滋賀県 長浜市

丸善　京都本店 京都府 中京区

大垣書店　京都ヨドバシ店 京都府 下京区

大垣書店　イオンモール京都桂川店 京都府 南区

アバンティブックセンター　京都店 京都府 南区

富士書房　大久保店 京都府 宇治市

ジュンク堂書店　難波店 大阪府 浪速区

アニメイト　大阪日本橋店 大阪府 浪速区

喜久屋書店　漫画館阿倍野店 大阪府 阿倍野区

紀伊國屋書店　梅田本店 大阪府 北区

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 大阪府 北区

ジュンク堂書店　天満橋店 大阪府 中央区

紀伊國屋書店　堺北花田店 大阪府 北区

田村書店　千里中央店 大阪府 豊中市

虎谷誠々堂書店　ロサヴィア店 大阪府 茨木市

コミックランド　ヒバリヤ 大阪府 東大阪市

ジュンク堂書店　三宮駅前店 兵庫県 中央区

ジュンク堂書店　三宮店 兵庫県 中央区

ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路広峰店 兵庫県 姫路市

ジュンク堂書店　明石店 兵庫県 明石市



ブックファースト　阪急西宮ガーデンズ店 兵庫県 西宮市

ジュンク堂書店　西宮店 兵庫県 西宮市

ＴＳＵＴＡＹＡ　三木店 兵庫県 三木市

啓林堂書店　学園前店 奈良県 奈良市

喜久屋書店　大和郡山店 奈良県 大和郡山市

三洋堂書店　香芝店 奈良県 香芝市

宮脇書店　和歌山店 和歌山県 和歌山市

本と文具ツモリ　西部店 和歌山県 橋本市

ブックセンターコスモ　吉方店 鳥取県 鳥取市

Ｂｏｏｋ　Ｙａｒｄ．　ｃｈａｐｔｅｒ３ 鳥取県 米子市

ブックセンターコスモ　出雲店 島根県 出雲市

紀伊國屋書店　クレド岡山店 岡山県 北区

喜久屋書店　倉敷店 岡山県 倉敷市

津山ブックセンター　イオン店 岡山県 津山市

宮脇書店　総社店 岡山県 総社市

フタバ図書ツタヤ　アルティアルパーク北棟 広島県 西区

ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店 徳島県 徳島市

ジュンク堂書店　高松店 香川県 高松市

ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店 香川県 丸亀市

ブックセンタークエスト　小倉本店 福岡県 小倉北区

丸善　博多店 福岡県 博多区

紀伊國屋書店　福岡本店 福岡県 博多区

Ａ’ＢＯＯＫ　穂波店 福岡県 飯塚市

蔦屋書店　嘉島 熊本県 嘉島町

紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店 大分県 大分市

明林堂書店　南宮崎店 宮崎県 宮崎市

りーぶる金海堂　クロスモール店 宮崎県 宮崎市

ＴＳＵＴＡＹＡ　城西店 鹿児島県 鹿児島市

紀伊國屋書店　鹿児島店 鹿児島県 鹿児島市

ジュンク堂書店　那覇店 沖縄県 那覇市


