
都道府県 書店名
滋賀県 アニメイト　アルプラザ草津店

いけだ書店　長浜店
イズミヤ　堅田店アミーゴ
大垣書店　フォレオ大津一里山店
喜久屋書店　草津店
サンミュージック　近江八幡店
サンミュージック　長浜店
サンミュージックハイパーブックス大津京店
サンミュージック　ハイパーブックス水口店
サンミュージック　ハイパーブックス長浜
サンミュージック　ハイパーブックス彦根
サンミュージック　ハイパーブックス八日市
サンミュージック　ハイパーブックス駒井沢
サンミュージック　ＨＢかがやき通り店
サンミュージック　守山店
三洋堂書店　近江八幡店
三洋堂書店　高月店
三洋堂書店　豊さと店
三洋堂書店　長浜店
三洋堂書店　八日市店
ジュンク堂書店　滋賀草津店
ＴＳＵＴＡＹＡ　甲西店
ＴＳＵＴＡＹＡ　大津テラス店
ツタヤブックストア　近鉄草津
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　水口
天晨堂　ビバシティＢ．Ｃ
ふたば書房　野洲店
平和書店　アル・プラザ近江八幡店
平和書店　アルプラザ彦根店
平和書店　アル・プラザ水口店
平和書店　アル・プラザ守山店
平和書店　アル・プラザ八日市店
平和書店　アル・プラザ栗東店
平和書店　石部店
平和書店　今津店
平和書店　坂本店
平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡあどがわ店
平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ瀬田店
平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ堅田店
平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ能登川店
平和書店　フレンドタウン日野店
本のがんこ堂　アクア店
本のがんこ堂　石部店
本のがんこ堂　守山店
本のがんこ堂　野洲店
宮脇書店　近江八幡店
未来屋書店　大津京店

京都府 アカデミア　けいはんな店
アニメイト　アバンティ京都店
アニメイト　京都店
アバンティブックセンター　洛北店
アミーゴ書店　六地蔵店
大垣書店　イオンモール京都五条店
大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店
大垣書店　イオンモール京都桂川店
大垣書店　イオン洛南店
大垣書店　亀岡店
大垣書店　烏丸三条店



都道府県 書店名
大垣書店　京都ファミリー店
大垣書店　京都ヨドバシ店
大垣書店　四条店
大垣書店　高島屋京都店
大垣書店　高野店
大垣書店　二条駅店
大垣書店　ビブレ店
大垣書店　伏見店
大垣書店　ブックパル　桂南店
大垣書店　ブックパル五条店
くまざわ書店　京都ポルタ店
くまざわ書店　四条烏丸店
くまざわ書店　桃山店
恵文社　西大路店
たぬき堂書店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ　福知山店
ＴＳＵＴＡＹＡ　亀岡店
ＴＳＵＴＡＹＡ　精華台店
ＴＳＵＴＡＹＡ　藤の森店
はっとり書店　Ｂ－Ｓ－ＭＯＮＡ
福島文進堂　駅南町店
富士書房　大久保店
富士書房　木津店
ふたば書房　御池ゼスト店
ふたば書房　京都駅八条口店
ふたば書房　紫野店
ふたば書房　山科駅前店
ふたば書房　洛西店
ブックパル文苑　山科店
ブックファースト　ミュー阪急桂店
プリズム
平和書店　アル・プラザ宇治東店
平和書店　アル・プラザ京田辺店
平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡアルプラザ城陽店
平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ太秦店
平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ小倉店
平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク店
平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ松井山手駅前店
平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ松ケ崎店
平和書店　らぽーる東舞鶴店
ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店
まるぜん書店　野田川店
宮脇書店　綾部店
宮脇書店　舞鶴店
未来屋書店　久御山店
未来屋書店　高の原店
山科書店　ラクト店

大阪府 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店
旭屋書店　梅田地下街店
旭屋書店　なんばＣＩＴＹ店
アシーネ　吹田店
アシーネ　長吉店
アニメイト　梅田店
アニメイト　大阪日本橋店
アニメイト　京橋店
アニメイト　高槻店
アニメイト　天王寺店
アニメイト　枚方店



都道府県 書店名
アニメイト　布施店
アバンティブックセンターラパーク岸和田店
アミーゴ書店　枚方店
井高野書店
ヴィレッジヴァンガード　アメリカ村店
ヴィレッジヴァンガード　イオン喜連瓜破店
ヴィレッジヴァンガードイオンモール大日店
ＷＡＹ　わくわくシティ尾崎店
ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　心斎橋
ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＰＯＴ　伊丹空港
大垣書店　イオンモール堺鉄砲町店
大垣書店　高槻店
大垣書店　豊中緑丘店
喜久屋書店　富田林店
紀伊國屋書店　アリオ鳳店
紀伊國屋書店　梅田本店
紀伊國屋書店　京橋店
紀伊國屋書店　グランフロント大阪店
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　高槻阪急店
紀伊國屋書店　天王寺ミオ店
紀伊國屋書店　本町店
キャップ書店　河内長野店
キャップ書店　千林店
くまざわ書店　阿倍野店
くまざわ書店　津久野店
くまざわ書店　天王寺店
くまざわ書店　なんばパークス店
くまざわ書店　みのおキューズモール店
くまざわ書店　守口店
栗林書房
ゲーマーズ　なんば店
高坂書店　駅前店
コミックとらのあな　梅田店
コミックとらのあな　なんば店Ａ
ヒバリヤ書店　コミックランドヒバリヤ
ジュンク堂書店　上本町店
ジュンク堂書店　大阪本店
ジュンク堂書店　近鉄あべのハルカス店
ジュンク堂書店　天満橋店
ジュンク堂書店　難波店
ジュンク堂書店　松坂屋高槻店
大東書店
ダイハン書房　高槻店
田村書店　イオンＳＥＮＲＩＴＯ店
田村書店　吹田さんくす店
田村書店　千里丘店
田村書店　千里中央店
田村書店　天下茶屋店
田村書店　富田店
田村書店　南茨木店
田村書店　南千里店
田村書店　ららぽーと和泉店
ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店
ＴＳＵＴＡＹＡ　天美店
ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉観音寺店
ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉２６号線店



都道府県 書店名
ＴＳＵＴＡＹＡ　戎橋店
ＴＳＵＴＡＹＡ　貝塚２６号線店
ＴＳＵＴＡＹＡ　上新田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　香里園店
ＴＳＵＴＡＹＡ　堺プラットプラット店
ＴＳＵＴＡＹＡ　堺南店
ＴＳＵＴＡＹＡ　大正千島店
ＴＳＵＴＡＹＡ　高槻南店
ＴＳＵＴＡＹＡ　長居駅前店
ＴＳＵＴＡＹＡ　東香里店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ビバモール寝屋川店
ＴＳＵＴＡＹＡ　瓢箪山駅前店
ＴＳＵＴＡＹＡ　深井店
ＴＳＵＴＡＹＡ　藤井寺駅前店
ＴＳＵＴＡＹＡ　府大前店
ＴＳＵＴＡＹＡ　牧野高校前店
ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ノ里店
ＴＳＵＴＡＹＡ　八尾老原店
ＴＳＵＴＡＹＡららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ
ＴＳＵＴＡＹＡ　リノアス八尾店
トーワブックス　毛馬店
ＮＥＴ２１清風堂書店　梅田店
花谷書店
パルネット　駅前アビコ店
パルネット　金剛店
パルネット　ベルマージュ堺店
枚方　蔦屋書店
ふたば書房　茨木店
ブックスキヨスク　森ノ宮店
ブックスタジオ　大阪
ブックスタジオ　新大阪店
ブックスファミリア　堺中百舌鳥店
ブックスファミリア　羽曳野店
ブックファースト　池田店
ブックファースト　梅田２階店
ブックファースト　クリスタ長堀店
ブックファースト　曽根店
ブックファースト　デュー阪急山田店
ブックファースト　豊中店
ブックファースト　なんばウォーク店
ブックファースト　野田アプラ店
ブックファースト　蛍池店
ブックファースト　三国店
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
平和書店　アル・プラザ茨木店
平和書店　アル・プラザ香里園店
平和書店　アル・プラザ枚方店
平和書店　フレンドタウン深江橋店
ホビーアリモト
堀廣旭堂
丸善　高島屋堺店
丸善　八尾アリオ店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店
水嶋書房　くずは駅店
水嶋書房　くずはモール店
水嶋書房　枚方市駅店



都道府県 書店名
みやび書店
宮脇書店　泉佐野店
未来屋書店　和泉府中店
未来屋書店　茨木店
未来屋書店　大阪ドームシティ店
未来屋書店　北千里店
未来屋書店　喜連瓜破店
未来屋書店　鴻池店
未来屋書店　小阪店
未来屋書店　四條畷店
未来屋書店　新茨木店
未来屋書店　大日店
未来屋書店　高槻店
未来屋書店　日根野店
未来屋書店　平野駅前店
未来屋書店　りんくう泉南店
メロンブックス　大阪日本橋店
リブロ　江坂店
リブロ　新大阪店
わんだーらんど　なんば店

兵庫県 旭屋書店　ららぽーと甲子園店
アニメイト　イオン明石店
アニメイト　川西店
アニメイト　三宮店
アニメイト　姫路店
ヴィレッジヴァンガード　イオン伊丹昆陽店
ヴィレッジヴァンガード　神戸ＨＬウミエ店
ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ西明石店
うかいや書店　島田店
エンジョイスペースギルド
大垣書店　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店
喜久屋書店　明石駅ビル店
喜久屋書店　柏原店
喜久屋書店　北神戸店
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　神戸南店
喜久屋書店　須磨パティオ店
喜久屋書店　西神中央店
喜久屋書店　辻井店
喜久屋書店　東急プラザ新長田店
喜久屋書店　豊岡店
喜久屋書店　西宮東店
喜久屋書店　花田店
喜久屋書店　姫路店
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　神戸阪急店
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　明石店
くまざわ書店　あまがさき店
くまざわ書店　加古川店
くまざわ書店　コロワ甲子園店
くまざわ書店　藤原台店
ゲーマーズ　神戸三宮店
三京社書店
三峰堂
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ジュンク堂書店　明石店
ジュンク堂書店　芦屋店
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
田村書店　猪名川店
田村書店　川西店
田村書店　武庫之荘北店
ＴＳＵＴＡＹＡ　熊見店
ＴＳＵＴＡＹＡ　篠山店
ＴＳＵＴＡＹＡ　太子店
ＴＳＵＴＡＹＡ　高砂米田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　宝塚店
ＴＳＵＴＡＹＡ　西鈴蘭台店
ＴＳＵＴＡＹＡ　西脇店
ＴＳＵＴＡＹＡ　阪急伊丹駅前店
ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路飾磨店
ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路広峰店
ＴＳＵＴＡＹＡ　藤原台店
ＴＢＳ　加古川ミーツテラス
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ尼崎店
ＴＳＵＴＡＹＡ　フレスポ赤穂店
ＴＳＵＴＡＹＡ　三木店
ＦＭ西村書店　加西店
ＮＥＴ２１ブックランドサンクス宝塚ソリオ店
ふたば書房　つかしん店
ＦＵＴＡＢＡ＋プリコ垂水店
ブックスキヨスク　尼崎店
ブックスタジオ　姫路店
ブックストム　アイティ店
ブックスユートピア野間店
ブックセンターすばる　和田山店
ブックファースト　エビスタ西宮店
ブックファースト　宝塚店
ブックファースト　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　六甲店
ブックフォーラム　伊川谷店
文森堂書店
宮脇書店　神戸北店
宮脇書店　洲本店
宮脇書店　西宮店
宮脇書店　マルナカ西宮店
未来屋書店　アスパ高砂店
未来屋書店　尼崎店
未来屋書店　伊丹昆陽店
未来屋書店　伊丹店
未来屋書店　小野店
未来屋書店　加古川店
未来屋書店　加西北条店
未来屋書店　ジェームス山店
未来屋書店　塚口店
未来屋書店　土山店
未来屋書店　東山店
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未来屋書店　氷上店
未来屋書店　姫路大津店
未来屋書店　三木店
未来屋書店　社店
未来屋書店　山崎店
未来屋書店　和田山店

奈良県 旭屋書店　イオンモール奈良登美ケ丘店
アニメイト　奈良店
喜久屋書店　橿原店
喜久屋書店　奈良駅店
喜久屋書店　大和郡山店
キャップ書店　王寺店
九条堂西の京書店　
啓林堂書店　学園前店
啓林堂書店　奈良店
三洋堂書店　香芝店
三洋堂書店　大安寺店
三洋堂書店　平群店
ジャパンブックス　あやめ池店
ジャパンブックス　郡山店
ジュンク堂書店　橿原店
ジュンク堂書店　奈良店
ＴＳＵＴＡＹＡ　アクロスプラザ橿原店
ＴＳＵＴＡＹＡ　桜井店
奈良　蔦屋書店
ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ西大和店
ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ大和郡山店
万葉書店　真美ケ丘店
宮脇書店　奈良店
未来屋書店　天理店

和歌山 アシーネ　田辺店
アニメイト　和歌山店
ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ岩出店
くまざわ書店　和歌山ＭＩＯ店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ ガーデンパーク和歌山店
福岡書店
本と文具ツモリ　西部店
宮脇書店　ロイネット和歌山店
宮脇書店　和歌山店
未来屋書店　和歌山店


