
都道府県 書店名
北海道 アイブック　イトーヨーカドー屯田店

アイブック　西友厚別店
冨貴堂　末広店
旭川冨貴堂　豊岡店
アシーネ　麻生店
アニメイト　旭川店
アニメイト　イオン釧路店
アニメイト　札幌店
アニメイト　函館店
イオン　岩見沢店　書籍売場
いけだ書店　士別店
ヴィレッジヴァンガード　帯広店
ＡＫＪ　Ｂｏｏｋｓ
江別　蔦屋書店
大垣書店　東光ストア行啓通店
大垣書店　マルヤマクラス店
喜久屋書店　小樽店
喜久屋書店　帯広店
紀伊國屋書店　厚別店
紀伊國屋書店　小樽店
紀伊國屋書店　オーロラタウン店
紀伊國屋書店　札幌本店
紀伊國屋書店　千歳店
くまざわ書店　アリオ札幌店
くまざわ書店　帯広店
くまざわ書店　帯広藤丸店
くまざわ書店　釧路店
くまざわ書店　手稲店
くまざわ書店　苫小牧店
くまざわ書店　中標津店
くまざわ書店　函館店
くまざわ書店　函館ポールスター店
くまざわ書店　東神楽店
コーチャンフォー　旭川店
コーチャンフォー　美しが丘店
コーチャンフォー　北見店
コーチャンフォー　釧路店
コーチャンフォー　新川通り店
コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店
三省堂書店　札幌店
三省堂書店　函館営業所川原店
ジュンク堂書店　旭川店
しんどう書店　大成店
スーパーブックス　桔梗店
札幌弘栄堂書店　アピア店
札幌弘栄堂書店パセオ西店
ダイヤ書房　本店
ＴＳＵＴＡＹＡ　あいの里店
ＴＳＵＴＡＹＡ　岩見沢店
ＴＳＵＴＡＹＡ　美しが丘店
ＴＳＵＴＡＹＡ　遠軽店
ＴＳＵＴＡＹＡ　小樽店
ＴＳＵＴＡＹＡ　上江別店
ＴＳＵＴＡＹＡ　倶知安店
ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌菊水店
ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌琴似店
ＴＳＵＴＡＹＡ　サーモンパーク店
ＴＳＵＴＡＹＡ　滝川店



都道府県 書店名
ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧店
ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧バイパス店
ＴＳＵＴＡＹＡ　名寄店
ＴＳＵＴＡＹＡ　深川店
ＴＳＵＴＡＹＡ　室蘭店
ＴＳＵＴＡＹＡ　余市店
蔦屋書店　木野店
蔦屋書店　新道店
蔦屋書店　南郷１３丁目店
東京堂書店
マル五　中尾書店
函館　蔦屋書店
函館栄好堂　丸井今井店
ひかりや書店
ひかりや書店　美幌店
ＢＯＯＫＳ　ＨＩＲＯＳＥ　イオン北見店
ＢＯＯＫＳＨＩＲＯＳＥ　イオン釧路昭和店
ブックポート　久根別店
ブックメイトしんどう書店　ステイ店
文教堂　札幌大通駅店
文教堂書店　北野店
文教堂書店　北４９条店
文教堂書店　琴似駅前店
文教堂書店　札幌ルーシー店
文教堂書店　新札幌ＤＵＯ店
文教堂書店　新千歳空港店
文教堂書店　新道店
文教堂書店　西野３条店
文教堂書店　函館昭和店
文教堂書店　平岸店
文教堂書店　宮の森店
文教堂書店　湯ノ川店
北雄ラッキー　シティえんがる店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　札幌店
宮脇書店　札幌平岡店
未来屋書店　旭川駅前店
未来屋書店　琴似店
未来屋書店　桑園店
未来屋書店　手稲山口店
未来屋書店　苗穂店
未来屋書店　名寄店
未来屋書店　西岡店
未来屋書店　発寒店
リラィアブルブックス　運動公園通り店　
リラィアブルブックス　根室店
リラィアブルブックス　ルート３８号店
留萌ブックセンターｂｙ三省堂書店

青森県 アニメイト　青森店
アニメイト　八戸ラピア
アニメイト　弘前店
伊吉書院　西店
伊吉書院　類家店
ヴィレッジヴァンガードイオンモール下田店
くまざわ書店　青森店
くまざわ書店　五所川原店
くまざわ書店　八戸店
くまざわ書店　弘前店
ジュンク堂書店　弘前中三店



都道府県 書店名
ジョイム緑町店
ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店
ＴＳＵＴＡＹＡ　五所川原店
ＴＳＵＴＡＹＡ　つがる柏店
ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田元町店
ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ニュータウン店
ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前樹木店
ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前店
ＴＳＵＴＡＹＡ　むつ店
ツタヤブックストア　ヒロロ
成田本店　サンロード青森店
成田本店　つくだ店
ブックスモア　青森中央店
ブックスモア　青山店
文教堂書店　つがる柏店
本のよしのや　ラ・セラ東バイパス店
マエダ本店　書籍部
宮脇書店　青森店
未来屋書店　青森西店
未来屋書店　新七戸店
未来屋書店　八戸店

岩手県 アニメイト　盛岡店
伊吉書院　BOOK・NET・ONE二戸店
エムズエクスポ盛岡店
エムズ書店　桜台店
さわや書店　フェザン店
ジュンク堂書店　盛岡店
ＴＳＵＴＡＹＡ　一関中央店
ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店
ＴＳＵＴＡＹＡ　花巻店
ＴＳＵＴＡＹＡ　水沢店
蔦屋書店　盛岡店
東山堂　イオンモール前潟盛岡店
東山堂　イオンモール盛岡南店
東山堂　川徳店
東山堂　北上店
東山堂　肴町本店　
東山堂　都南店
東山堂　三ツ割店
松田書店　大鐘店
ブックスアメリカン　北上店
ＢＯＯＫ'Ｓこなり
松田書店　金ケ崎店
松田書店　北田店
松田書店　本店
宮脇書店　久慈店
宮脇書店　盛岡渋民店
未来屋書店　一関店
未来屋書店　前沢店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　奥州水沢店

宮城県 アニメイト　仙台店
あゆみＢｏｏｋｓ　仙台一番町店
うさぎや　ＴＳＵＴＡＹＡ長町店
おかべ本屋さん
喜久屋書店　仙台店
紀伊國屋書店　仙台店
金港堂　大河原店



都道府県 書店名
くまざわ書店　アリオ仙台泉店
くまざわ書店　エスパル仙台店
ジュンク堂書店　仙台ＴＲ店
ＴＳＵＴＡＹＡ　愛子店
ＴＳＵＴＡＹＡ　岩沼店
ＴＳＵＴＡＹＡ　大崎古川店
ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台荒井店
ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台駅前店
ＴＳＵＴＡＹＡ　富谷大清水店
ＴＳＵＴＡＹＡ　古川バイパス店
ＴＳＵＴＡＹＡ　やまとまち店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ヨークタウン新田東店
ＴＳＵＴＡＹＡ　利府店
ＴＳＵＴＡＹＡ　涌谷店
蔦屋書店　アクロスプラザ富沢西店
蔦屋書店　仙台泉店
蔦屋書店　多賀城市立図書館
デンコードー　ＴＳＵＴＡＹＡ仙台南店
八文字屋書店
八文字屋書店　セルバ店
ブックエキスプレス　仙台北口店
ブックスなにわ　仙台泉店
ブックスなにわ　多賀城店
ブックセンター湘南　栗原店
ブックＴＯＷＮ　角田店
丸善　仙台アエル店
宮脇書店　気仙沼
宮脇書店　佐沼店
宮脇書店　柴田店
宮脇書店　仙台鈎取店
未来屋書店　石巻店
未来屋書店　気仙沼店
未来屋書店　新利府南館店
未来屋書店　仙台中山店
未来屋書店　富谷店
未来屋書店　名取店
未来屋書店　古川店
未来屋書店　亘理店
ヤマト屋書店　ＴＳＵＴＡＹＡあけぼの店
ヤマト屋書店　仙台八幡店
ヤマト屋書店　仙台三越店
ヤマト屋書店　仙台長命ヶ丘店
ヤマト屋書店　中里店
ヤマト屋書店　東仙台店
よしのや本間仙台愛子店

秋田県 アニメイト　秋田店
ヴィレッジヴァンガード　イオン秋田中央店
加賀谷書店　茨島店
ジュンク堂書店　秋田店
スーパーブックス　八橋店
ＴＳＵＴＡＹＡ　大館店
ＴＳＵＴＡＹＡ　大仙店
ＴＳＵＴＡＹＡ　中野店
ＴＳＵＴＡＹＡ　仁井田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　能代店
ＴＳＵＴＡＹＡ　広面店
ＴＳＵＴＡＹＡ　湯沢店
ＴＳＵＴＡＹＡ　由利本荘店



都道府県 書店名
ＴＳＵＴＡＹＡ　横手店
ＢＯＯＫＳアルファ　鹿角店
ブックスモア　秋田潟上店
ブックスモア　大館店
ブックスモア　大曲店
ブックスモア　鷹巣店
ブックスモア　本荘店
ブックスモア　湯沢店
宮脇書店　秋田本店
ミライア　本荘店
未来屋書店　秋田店
未来屋書店　大曲店
未来屋書店　土崎港店
未来屋書店　中仙店

山形県 アニメイト　山形店
ヴィレッジヴァンガード　イオンモール天童
ヴィレッジヴァンガード　イオンモール三川
くまざわ書店　鶴岡店
くまざわ書店　山形店
恵陽堂書店
こぴあ八文字屋ＰＳ
こまつ書店　寿町本店
こまつ書店　桜田店
こまつ書店　鈴川店
こまつ書店　西田店
こまつ書店　東根店
こまつ書店　堀川町店
ＴＳＵＴＡＹＡ　寒河江店
ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴岡ミーナ店
ＴＳＵＴＡＹＡ　東根店
ＴＥＮＤＯ　八文字屋
戸田書店　三川店
戸田書店　山形店
八文字屋　北店
八文字屋　鶴岡店
八文字屋　長井店
八文字屋　本店
ＢＯＯＫＳほんま
文長
丸井八文字屋
みずほ八文字屋
宮脇書店　天童店
未来屋書店　酒田南店
未来屋書店　天童店
未来屋書店　三川店

福島県 会田書店
アニメイト　イオンいわき
アニメイト　郡山店
アニメイト　福島店
岩瀬書店　会津店
岩瀬書店　鎌田店
岩瀬書店　富久山店プラスゲオ
岩瀬書店　八木田店
岩瀬書店　ヨークベニマル福島西店
鹿島ブックセンター
くまざわ書店　会津若松店
くまざわ書店　郡山エキナカ店
くまざわ書店　郡山店



都道府県 書店名
くまざわ書店　須賀川店
くまざわ書店　福島エスパル店
くまざわ書店　福島店
ＳＡＳＹＵ　鎌田店
ジュンク堂書店　郡山店
スーパーブックス　新白河店
高島書房
ＴＳＵＴＡＹＡ　川俣店
ＴＳＵＴＡＹＡ　坂下店
ＴＳＵＴＡＹＡ　船引店
ＴＳＵＴＡＹＡ　南相馬店
西沢書店　北店
ブックエース　イオンモールいわき小名浜店
ブックエース　植田店
ブックエース　内郷店
ブックエース　小名浜店
ブックエース　上荒川店
文芸堂書店　相馬店
みどり書房　イオンタウン店
みどり書房　桑野店
みどり書房　白河店
みどり書房　二本松店
みどり書房　福島南店
宮脇書店　喜多方店
宮脇書店　須賀川店
未来屋書店　白河西郷店
ヤマニ書房　湯本店
ヤマニ書房　イオンいわき店
ヤマニ書房　エブリア店
ヤマニ書房　本店
ヤマニ書房　ラトブ店
リブロ　郡山店
レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　会津アピオ店
レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　猪苗代店
レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　神明通店
レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　須賀川東店
レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　滝沢店
レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ　棚倉店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　いわき鹿島店


