
都道府県 書店名
岐阜県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店

アニメイト　岐阜店
いけだ書店　北方店
大垣書店　岐阜高島屋店
大洞堂　羽島店
カルコス　各務原店
カルコス　穂積店
カルコス　本店
喜久屋書店　大垣店
草叢ＢＯＯＫＳ　各務原店
くまざわ書店　美濃加茂店
くまざわ書店　柳津店
コスモブックセンター
好屋書店　鵜沼店
三省堂書店　岐阜店
三洋堂書店　アクロスプラザ恵那店
三洋堂書店　市橋店
三洋堂書店　大垣バロー店
三洋堂書店　大野店
三洋堂書店　各務原店
三洋堂書店　こくふ店
三洋堂書店　下恵土店
三洋堂書店　新関店
三洋堂書店　せき東店
三洋堂書店　高富店
三洋堂書店　高山店
三洋堂書店　たじみ店
三洋堂書店　多治見南店
三洋堂書店　垂井店
三洋堂書店　土岐店
三洋堂書店　中つ川店
三洋堂書店　長良店
三洋堂書店　南濃店
三洋堂書店　穂積店
三洋堂書店　瑞浪中央店
三洋堂書店　みのかも店
三洋堂書店　本巣店
三洋堂書店　大和店
三洋堂書店　養老店
三洋堂書店　ルビットタウン高山店
三洋堂書店　ルビットタウン中津川店
ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店
ＴＳＵＴＡＹＡ　多治見インター店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックストア　モレラ岐阜
ＴＳＵＴＡＹＡ　瑞浪店
TSUTAYA BOOKSTORE カラフルタウン岐阜
ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ御嵩店
平和書店　アル・プラザ鶴見店
平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ長森店
平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡノースウエスト店
丸善　岐阜店
宮脇書店　柳津店
未来屋書店　大垣店
未来屋書店　各務原店

静岡県 あおい書店　富士店コミック館
アニメイト　イオン浜松市野店
アニメイト　イオンモール富士宮店
アニメイト　静岡パルコ



都道府県 書店名
アニメイト　沼津店
アニメイト　浜松店
アシーネ　裾野店
ヴィレッジヴァンガード　静岡パルコ店
江崎書店　袋井店
大垣書店　イオンモール富士宮店
柏屋書店
菊川佐塚書店
くまざわ書店　沼津店
くまざわ書店　三島店
サガミヤ　広野店
ジャック　鷲津駅前ブック館
精文館書店　ＴＳＵＴＡＹＡ御殿場店
精文館書店　豊田町店
精文館書店　領家店
ＴＳＵＴＡＹＡ　函南店
ＴＳＵＴＡＹＡ　グランリバー大井川店
ＴＳＵＴＡＹＡ　相良店
ＴＳＵＴＡＹＡ　佐鳴台店
ＴＳＵＴＡＹＡ　静岡西脇店
ＴＳＵＴＡＹＡ　清水春日店
ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや磐田南店
ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店
ＴＳＵＴＡＹＡ　辻店
ＴＳＵＴＡＹＡ　沼津学園通り店
ＴＳＵＴＡＹＡ　浜松中央店
ＴＳＵＴＡＹＡ　袋井国本店
ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝店
ＴＳＵＴＡＹＡ　富士本吉原店
蔦屋書店　静岡店
蔦屋書店　平和町店
ツタヤブックストア　サントムーン柿田川店
天竜谷島屋
戸田書店　江尻台店
戸田書店　藤枝東店
戸田書店　富士店
戸田書店　富士宮店
明屋書店　イケヤ高丘店
明屋書店　掛川西郷店
ひまわりＢＯＯＫＳ　御殿場店
藤枝江崎書店　駅南本店
ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ静岡店
ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ浜北店
ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ富士吉原店
ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ香貫店
ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ榛原店
ＢＯＯＫＳえみたす　焼津店
ＢＯＯＫＳランケイ社
文教堂書店　伊東店
文教堂書店　大仁店
豊文堂
本の王国　ＺＡＺＡＣＩＴＹ浜松店
マルサン書店　駅北店
マルサン書店　サントムーン店
マルサン書店　仲見世店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店
宮脇書店　掛川店
宮脇書店　新磐田浅羽店



都道府県 書店名
未来屋書店　浜松市野店
未来屋書店　焼津店
焼津谷島屋　アピタ大仁店
焼津谷島屋　登呂田店
谷島屋　アピタ磐田店
谷島屋　イオンモール浜松志都呂店
谷島屋　磐田店
谷島屋　サンストリート浜北店
谷島屋　浜松本店
谷島屋　パルシェ店
谷島屋　富士店
谷島屋　富士宮店
谷島屋　本沢合店
谷島屋　マークイズ静岡店
谷島屋　三方原店
谷島屋　ららぽーと磐田店
谷島屋　ららぽーと沼津店
谷島屋　流通通り店

愛知県 あおい書店（らくだ）　半田店
アニメイト　イオンモール大高店
アニメイト　金山店
アニメイト　豊田店
アニメイト　豊橋店
アニメイト　名古屋店
アニメイト　名古屋パルコ
アニメイト　東岡崎店
いけだ書店　大口店
いけだ書店　木曽川店
いけだ書店　東海通店
ヴィレッジヴァンガード　イオン名古屋茶屋店
ヴィレッジヴァンガードイオンナゴヤＤ前店
ヴィレッジヴァンガードイオンモール長久手
カルコス　小牧店
カルコス　扶桑店
紀伊國屋書店　名古屋空港店
紀伊國屋書店　プライムツリー赤池店
紀伊國屋書店　ｍｏｚｏ　ワンダーシティ店
草叢ＢＯＯＫＳ　新守山店
くまざわ書店　阿久比店
くまざわ書店　アピタ名古屋北店
くまざわ書店　一宮店
くまざわ書店　稲沢店
くまざわ書店　犬山店
くまざわ書店　岩倉店
くまざわ書店　岡崎北店
くまざわ書店　刈谷店
くまざわ書店　千代田橋店
くまざわ書店　東海荒尾店
くまざわ書店　桃花台店
くまざわ書店　豊田店
くまざわ書店　長久手店
くまざわ書店　名古屋セントラルパーク店
くまざわ書店　名古屋南店
くまざわ書店　鳴海店
くまざわ書店　三河安城店
くまざわ書店　名西店
ゲーマーズ　名古屋店
コミックとらのあな　名古屋店



都道府県 書店名
三省堂書店　一宮店
三省堂書店　名古屋本店
三洋堂書店　いりなか店
三洋堂書店　梅坪店
三洋堂書店　大田川店
三洋堂書店　乙川店
三洋堂書店　かぐ山店
三洋堂書店　上前津店
三洋堂書店　清洲店
三洋堂書店　江南店
三洋堂書店　こまき店
三洋堂書店　シャオ西尾店
三洋堂書店　新開橋店
三洋堂書店　高浜Ｔぽーと店
三洋堂書店　知立店
三洋堂書店　当知店
三洋堂書店　豊川店
三洋堂書店　鳥居松店
三洋堂書店　中野橋店
三洋堂書店　西尾店
三洋堂書店　半田店
三洋堂書店　ひしの店
三洋堂書店　碧南店
三洋堂書店　本新店
三洋堂書店　よもぎ店
ジュンク堂書店　名古屋栄店
ジュンク堂書店　名古屋店
精文館　北部店
精文館書店　荒尾店
精文館書店　安城店
精文館書店　イオンスタイル豊田店
精文館書店　一宮店
精文館書店　尾張一宮店
精文館書店　蒲郡店
精文館書店　蒲郡三谷店
精文館書店　幸田店
精文館書店　汐田橋店
精文館書店　新城店
精文館書店　新高浜店
精文館書店　新田原店
精文館書店　新津島店
精文館書店　新豊田店
精文館書店　高師店
精文館書店　津島店
精文館書店　豊明店
精文館書店　豊川店
精文館書店　豊田西店
精文館書店　豊田プラザ店
精文館書店　中島新町店
精文館書店　西尾店
精文館書店　東店
精文館書店　二川店
精文館書店　本店コミック館
精文館書店　南店
精文館書店　三ノ輪店
精文館書店　幸店
泰文堂　日比野本店　
ちくさ正文館書店



都道府県 書店名
ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン弥富店
ＴＳＵＴＡＹＡ　稲沢店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店
ＴＳＵＴＡＹＡ　大曽根店
ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店
ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店
ＴＳＵＴＡＹＡ　上小田井店
ＴＳＵＴＡＹＡ　高蔵寺店
ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸共栄通店
ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店
ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　東浦店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＦＡＳもとまち店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ本山店
ＴＳＵＴＡＹＡ　瑠璃光町店
ツタヤブックストア　ららぽーと愛知東郷
名古屋みなと　蔦屋書店
日新堂書店
光書店　高畑店
光書店　ＴＳＵＴＡＹＡ大治店
光書店　ＴＳＵＴＡＹＡ戸田店
福文堂書店
ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ安城南店
ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ稲沢東店
ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ大府店
ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ江南西店
ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ瀬戸店
ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ鳴海店
ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ西尾店
ＢＯＯＫＳえみたす　甚目寺店
ＢＯＯＫＳえみたす　長久手店
ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ植田店
ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ中村店
ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ尾西店
ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ福釜店
ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ碧南店
ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ八剱店
ＢＯＯＫＳえみたす　ラスパ太田川店
ＢＯＯＫＳＭＵＲＡＫＡＭＩ
ブックセンター名豊　大府店
ブックセンター名豊　刈谷店
ブックセンター名豊　緑店
星野書店　近鉄パッセ店
ボナンザ書房　津島本店
本の王国　高蔵寺店
本の王国　南安城店
丸善　アスナル金山店
丸善　アピタ知立店
丸善　イオンタウン千種店
ＭＡＲＵＺＥＮ　名古屋本店
丸善　ヒルズウォーク徳重店
水野書店
宮脇書店　刈谷店
未来屋書店　熱田店
未来屋書店　新瑞橋店
未来屋書店　有松店
未来屋書店　大高店



都道府県 書店名
未来屋書店　木曽川店
未来屋書店　常滑店
未来屋書店　豊川店
未来屋書店　豊田店
未来屋書店　豊橋南店
未来屋書店　長久手店
未来屋書店　名古屋茶屋店
未来屋書店　ナゴヤドーム前店
未来屋書店　名古屋東店
未来屋書店　名西店
メロンブックス　名古屋店
らくだ書店　東郷店
らくだ書店　本店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　名古屋大須店

三重県 アニメイト　イオンモール桑名店
アニメイト　四日市店
いけだ書店　伊賀上野店
ヴィレッジヴァンガード　イオンモール津南
岡森書店 白鳳店／TSUTAYA 上野店
くまざわ書店　松阪店
コメリ書房　上野店
三洋堂書店　生桑店
三洋堂書店　サーキット通り店
三洋堂書店　白塚店
三洋堂書店　富田店
三洋堂書店　名張店
三洋堂書店　北勢店
三洋堂書店　星川店
三洋堂書店　菰野店
多気ブックセンター　クリスタルタウン
ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢上地店
ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名店
ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店
ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店
ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店
ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店
ＢＯＯＫＳアルデ
ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ鈴鹿店
ＢＰ　ｍｉｙｏｋｋａ！？　四日市泊店
本の王国　コミック＆キッズ館
本の王国　文化センター前店
丸善　四日市店
宮脇書店　津ハッピーブックス店
宮脇書店　四日市本店
未来屋書店　伊勢店
未来屋書店　鈴鹿店
未来屋書店　津城山店
未来屋書店　津南店
未来屋書店　日永店
未来屋書店　四日市尾平店
未来屋書店　四日市北店


