
君の声が聴きたい！イケメンボイスフェア実施店さま一覧（敬称略）

※特典の配布方法は店舗さまにご確認ください。

都道府県 店名

北海道 1 弘栄堂書店　アピア店

北海道 2 蔦屋書店　木野店

北海道 3 コーチャンフォー　新川通り店

北海道 4 コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店

北海道 5 コーチャンフォー　美しが丘店

北海道 6 コーチャンフォー　釧路店

北海道 7 コーチャンフォー　北見店

北海道 8 紀伊國屋書店　札幌本店

北海道 9 紀伊國屋書店　厚別店

北海道 10 紀伊國屋書店　小樽店

北海道 11 岡本書店　恵庭店

北海道 12 ザ・本屋さん　エルマー店

北海道 13 未来屋書店　桑園店

北海道 14 イオン　岩見沢店

北海道 15 コーチャンフォー　旭川店

北海道 16 くまざわ書店　アリオ札幌店

北海道 17 くまざわ書店　帯広店

北海道 18 文教堂書店　新札幌ＤＵＯ店

北海道 19 文教堂　札幌大通駅店

北海道 20 文教堂書店　北４９条店

北海道 21 文教堂書店　函館昭和店

北海道 22 ジュンク堂書店　旭川店

北海道 23 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　札幌店

北海道 24 喜久屋書店　帯広店

北海道 25 ＴＳＵＴＡＹＡ　サーモンパーク店

北海道 26 ＴＳＵＴＡＹＡ　岩見沢店

北海道 27 ＴＳＵＴＡＹＡ　遠軽店

北海道 28 江別　蔦屋書店

北海道 29 アニメイト　札幌店

北海道 30 アニメイト　旭川店

北海道 31 アニメイト　函館店

北海道 32 アニメイト　イオン釧路店

北海道 33 未来屋書店　旭川西店

北海道 34 未来屋書店　名寄店

北海道 35 未来屋書店　江別野幌店

北海道 36 未来屋書店　苗穂店

北海道 37 アシーネ　麻生店

北海道 38 未来屋書店　西岡店

北海道 39 未来屋書店　江別店

青森県 1 ＮＥＴ２１伊吉書院西店

青森県 2 くまざわ書店　五所川原店

青森県 3 ジュンク堂書店　弘前中三店

青森県 4 ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前店

青森県 5 ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ニュータウン店



青森県 6 ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前樹木店

青森県 7 アニメイト　八戸ラピア

青森県 8 アニメイト　青森店

青森県 9 アニメイト　弘前店

青森県 10 未来屋書店　新七戸店

青森県 11 未来屋書店　八戸店

青森県 12 未来屋書店　十和田店

岩手県 1 ブックスアメリカン　北上店

岩手県 2 東山堂　都南店

岩手県 3 ＢＯＯＫＢＯＹ　大船渡店

岩手県 4 東山堂　イオンモール前潟盛岡店

岩手県 5 さわや書店　フェザン店

岩手県 6 東山堂　イオンモール盛岡南店

岩手県 7 東山堂　川徳店

岩手県 8 サンエー書店

岩手県 9 東山堂　北上店

岩手県 10 東山堂　三ツ割店

岩手県 11 東山堂

岩手県 12 蔦屋書店　盛岡店

岩手県 13 ジュンク堂書店　盛岡店

岩手県 14 ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店

岩手県 15 アニメイト　盛岡店

宮城県 1 ブックＴＯＷＮ　角田店

宮城県 2 丸善　仙台アエル店

宮城県 3 喜久屋書店　仙台店

宮城県 4 紀伊國屋書店　仙台店

宮城県 5 あゆみＢｏｏｋｓ　仙台一番町店

宮城県 6 宮脇書店　佐沼店

宮城県 7 宮脇書店　仙台鈎取店

宮城県 8 くまざわ書店　エスパル仙台店

宮城県 9 くまざわ書店　アリオ仙台泉店

宮城県 10 ＴＳＵＴＡＹＡ　利府店

宮城県 11 ＴＳＵＴＡＹＡ　やまとまち店

宮城県 12 ＴＳＵＴＡＹＡ　ヨークタウン新田東店

宮城県 13 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛子店

宮城県 14 ヤマト屋書店　仙台長命ヶ丘店

宮城県 15 アニメイト　仙台店

宮城県 16 未来屋書店　新利府北館店

宮城県 17 未来屋書店　新利府南館店

宮城県 18 未来屋書店　仙台中山店

宮城県 19 未来屋書店　石巻店

宮城県 20 未来屋書店　多賀城店

宮城県 21 未来屋書店　気仙沼店

宮城県 22 未来屋書店　富谷店

秋田県 1 宮脇書店　秋田本店

秋田県 2 加賀谷書店　茨島店

秋田県 3 ＴＳＵＴＡＹＡ　中野店

秋田県 4 アニメイト　秋田店



秋田県 5 未来屋書店　秋田店

秋田県 6 ミライア　本荘店

山形県 1 松田書店　コム店

山形県 2 宮脇書店　天童店

山形県 3 くまざわ書店　山形店

山形県 4 アニメイト　山形店

山形県 5 未来屋書店　三川店

山形県 6 未来屋書店　酒田北店

山形県 7 未来屋書店　酒田南店

福島県 1 岩瀬書店　富久山店プラスゲオ

福島県 2 ヤマニ書房　エブリア店

福島県 3 ヤマニ書房　ラトブ店

福島県 4 小泉書店

福島県 5 西沢書店　北店

福島県 6 ヤマニ書房　本店

福島県 7 ＳＡＳＹＵ　鎌田店

福島県 8 ヤマニ書房　湯本店

福島県 9 岩瀬書店　ヨークベニマル福島西店

福島県 10 岩瀬書店　会津若松駅前店

福島県 11 鹿島ブックセンター

福島県 12 ブックエース　イオンモールいわき小名浜店

福島県 13 ブックエース　植田店

福島県 14 ブックエース　内郷店

福島県 15 ブックエース　小名浜店

福島県 16 ブックエース　上荒川店

福島県 17 くまざわ書店　会津若松店

福島県 18 くまざわ書店　郡山店

福島県 19 くまざわ書店　福島エスパル店

福島県 20 ジュンク堂書店　郡山店

福島県 21 岩瀬書店　八木田店プラスゲオ

福島県 22 みどり書房　桑野店

福島県 23 ＴＳＵＴＡＹＡ　坂下店

福島県 24 アニメイト　郡山店

福島県 25 アニメイト　イオンいわき

福島県 26 アニメイト　福島店

福島県 27 未来屋書店　郡山フェスタ店

茨城県 1 ＮＥＴ２１かもじや本店駅ビル店

茨城県 2 リブロ　つくばキュート店

茨城県 3 リブロ　ひたちなか店

茨城県 4 リブロ　イオンタウン守谷店

茨城県 5 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋宮中店

茨城県 6 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋南店

茨城県 7 大地堂　ララルー店

茨城県 8 ＴＳＵＴＡＹＡ　ピアシティ石岡店

茨城県 9 ブックエース　見和店

茨城県 10 ブックエース　茨大前店

茨城県 11 ブックエース　酒門店

茨城県 12 ブックエース　勝田東石川店



茨城県 13 川又書店　県庁店

茨城県 14 川又書店　エクセル店

茨城県 15 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば

茨城県 16 ブックエース　日立鮎川店

茨城県 17 ブックエース　坂東店

茨城県 18 ブックエース　下妻店

茨城県 19 ブックエース　下館店

茨城県 20 ブックエース　総和店

茨城県 21 ブックエース　結城店

茨城県 22 ブックエース　東海店

茨城県 23 ブックエース　新取手店

茨城県 24 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店

茨城県 25 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店

茨城県 26 未来屋書店　水戸内原店

茨城県 27 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店

茨城県 28 くまざわ書店　取手店

茨城県 29 三洋堂書店　石岡店

茨城県 30 アニメイト　水戸店

茨城県 31 アニメイト　イオンモール土浦店

茨城県 32 未来屋書店　下妻店

栃木県 1 うさぎや　ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮駅東口店

栃木県 2 落合書店　トナリエ店

栃木県 3 博文堂書店　那須塩原店

栃木県 4 宮脇書店　イオンタウン佐野店

栃木県 5 うさぎや　ＴＳＵＴＡＹＡ宇都宮東簗瀬店

栃木県 6 ハートブックス　４００号西那須野店

栃木県 7 くまざわ書店　足利コムファースト店

栃木県 8 くまざわ書店　宇都宮店

栃木県 9 くまざわ書店　宇都宮インターパーク店

栃木県 10 くまざわ書店　アピタ宇都宮店

栃木県 11 くまざわ書店　アシコタウン

栃木県 12 ハートブックス　若草本店

栃木県 13 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店

栃木県 14 ハートブックス　黒磯店

栃木県 15 ｂｉｇｏｎｅ　ｂｏｏｋｓ　鹿沼店

栃木県 16 ビッグワンツタヤ　今市店

栃木県 17 ビッグワンツタヤ　真岡店

栃木県 18 ビッグワン　竹林店

栃木県 19 ビッグワンツタヤ　宇都宮インターパーク店

栃木県 20 うさぎや　宇都宮戸祭店

栃木県 21 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮南店

栃木県 22 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　佐野店

栃木県 23 アニメイト　宇都宮店

栃木県 24 アニメイト　ロブレ小山店

栃木県 25 未来屋書店　小山店

栃木県 26 未来屋書店　佐野新都市店

群馬県 1 蔦屋書店　伊勢崎宮子店

群馬県 2 喜久屋書店　太田店



群馬県 3 紀伊國屋書店　前橋店

群馬県 4 くまざわ書店　伊勢崎店

群馬県 5 くまざわ書店　高崎店

群馬県 6 くまざわ書店　大間々店

群馬県 7 戸田書店　桐生店

群馬県 8 戸田書店　前橋本店

群馬県 9 戸田書店　藤岡店

群馬県 10 蔦屋書店　前橋みなみモール店

群馬県 11 アニメイト　高崎店

群馬県 12 アニメイト　イオンモール太田

群馬県 13 未来屋書店　高崎店

埼玉県 1 ブックファースト　ルミネ川越店

埼玉県 2 須原屋　川口前川店

埼玉県 3 紀伊國屋書店　浦和パルコ店

埼玉県 4 宮脇書店　行田持田店

埼玉県 5 紀伊國屋書店　入間丸広店

埼玉県 6 ブックセンターよむよむビバモール埼玉大井

埼玉県 7 リブロ　川越店

埼玉県 8 リブロ　小手指店

埼玉県 9 リブロ　ピオニウォーク東松山店

埼玉県 10 ブックセンターよむよむ　坂戸入西店

埼玉県 11 リブロ　ららぽーと富士見店

埼玉県 12 リブロ　鴻巣店

埼玉県 13 よむよむＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ本庄

埼玉県 14 ブックセンターよむよむ　草加松原店

埼玉県 15 ブックセンターよむよむ　鶴ヶ島脚折店

埼玉県 16 リブロ　ララガーデン春日部店

埼玉県 17 ＫａＢｏＳ　ららぽーと新三郷店

埼玉県 18 ブックエース　杉戸店

埼玉県 19 精文館書店　北本店

埼玉県 20 フタバ図書　ＧＩＧＡ大宮店

埼玉県 21 ＴＳＵＴＡＹＡ　大利根店

埼玉県 22 いけだ書店　上尾店

埼玉県 23 蔦屋書店　川島インター店

埼玉県 24 ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽

埼玉県 25 東京旭屋書店　新越谷店

埼玉県 26 旭屋書店　アリオ上尾店

埼玉県 27 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　菖蒲店

埼玉県 28 くまざわ書店　アズセカンド店

埼玉県 29 くまざわ書店　鷲宮店

埼玉県 30 くまざわ書店　蕨錦町店

埼玉県 31 くまざわ書店　上里店

埼玉県 32 くまざわ書店　草加店

埼玉県 33 くまざわ書店　宮原店

埼玉県 34 くまざわ書店　和光店

埼玉県 35 くまざわ書店　秩父店

埼玉県 36 くまざわ書店　ララガーデン川口店

埼玉県 37 文教堂書店　川口駅店



埼玉県 38 文教堂書店　東川口店

埼玉県 39 文教堂書店　蓮田店

埼玉県 40 文教堂　熊谷駅店

埼玉県 41 ジュンク堂書店　大宮高島屋店

埼玉県 42 丸善　丸広百貨店飯能店

埼玉県 43 丸善　桶川店

埼玉県 44 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　加須店

埼玉県 45 ＴＳＵＴＡＹＡ　秩父店

埼玉県 46 ブックエース　春日部１６号線店

埼玉県 47 ＴＳＵＴＡＹＡ　南古谷店

埼玉県 48 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ戸田

埼玉県 49 アニメイト　大宮コミック館

埼玉県 50 アニメイト　川越店

埼玉県 51 アニメイト　南越谷店

埼玉県 52 アニメイト　所沢

埼玉県 53 アニメイト　川口店

埼玉県 54 アニメイト　モラージュ菖蒲店

埼玉県 55 アニメイト　イオンレイクタウン店

埼玉県 56 アニメイト　熊谷店

埼玉県 57 アニメイト　ららぽーと富士見店

埼玉県 58 未来屋書店　新座店

埼玉県 59 未来屋書店　入間店

埼玉県 60 未来屋書店　北浦和店

埼玉県 61 未来屋書店　大井店

埼玉県 62 未来屋書店　狭山店

埼玉県 63 未来屋書店　上尾店

埼玉県 64 未来屋書店　与野店

埼玉県 65 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ＴＳＵＴＡＹＡ　入間店

千葉県 1 三省堂書店　そごう千葉店

千葉県 2 丸善　津田沼店

千葉県 3 くまざわ書店　ららぽーと店

千葉県 4 ブックスワールド　アピタ市原店

千葉県 5 ＴＳＵＴＡＹＡ　二十世紀ケ丘店

千葉県 6 紀伊國屋書店　流山おおたかの森店

千葉県 7 紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店

千葉県 8 くまざわ書店　八千代台店

千葉県 9 喜久屋書店　千葉ニュータウン店

千葉県 10 ブックファースト　シャポー市川店

千葉県 11 ときわ書房　イトーヨーカドー船橋店

千葉県 12 ブックエース　成田赤坂店

千葉県 13 ＴＳＵＴＡＹＡ　市原五井店

千葉県 14 精文館書店　木更津店

千葉県 15 宮脇書店　印西牧の原店

千葉県 16 アニメイト　柏店

千葉県 17 博文堂書店　君津店

千葉県 18 ゲオ　富里店

千葉県 19 Ｂｏｏｋ＋サンモール旭店

千葉県 20 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ君津店



千葉県 21 くまざわ書店　ペリエ千葉本店

千葉県 22 くまざわ書店　稲毛店

千葉県 23 くまざわ書店　津田沼店

千葉県 24 くまざわ書店　柏高島屋店

千葉県 25 くまざわ書店　新鎌ケ谷店

千葉県 26 くまざわ書店　松戸店

千葉県 27 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　ちはら台店

千葉県 28 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　津田沼Ｐ店

千葉県 29 くまざわ書店　四街道店

千葉県 30 くまざわ書店　蘇我店

千葉県 31 くまざわ書店　モラージュ柏店

千葉県 32 くまざわ書店　公津店

千葉県 33 くまざわ書店　シャポー船橋店

千葉県 34 文教堂書店　行徳店

千葉県 35 文教堂書店　浦安西友店

千葉県 36 ジュンク堂書店　柏モディ店

千葉県 37 ジュンク堂書店　南船橋店

千葉県 38 丸善　舞浜イクスピアリ店

千葉県 39 ＴＳＵＴＡＹＡ　北習志野店

千葉県 40 ＴＳＵＴＡＹＡ　北柏店

千葉県 41 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐倉店

千葉県 42 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐原店

千葉県 43 ＴＳＵＴＡＹＡ　大網白里店

千葉県 44 ＴＳＵＴＡＹＡ　鴨川店

千葉県 45 蔦屋書店　茂原店

千葉県 46 アニメイト　津田沼店

千葉県 47 アニメイト　千葉店

千葉県 48 アニメイト　松戸店

千葉県 49 アニメイト　イオンモール船橋店

千葉県 50 アニメイト　イオンモール木更津店

千葉県 51 アニメイト　アリオ柏

千葉県 52 未来屋書店　津田沼店

千葉県 53 未来屋書店　ボンベルタ成田店

千葉県 54 未来屋書店　新浦安店

千葉県 55 未来屋書店　木更津店

千葉県 56 未来屋書店　ユーカリが丘店

東京都 1 八重洲ブックセンター　石神井公園店

東京都 2 オリオン書房　ノルテ店

東京都 3 あゆみＢｏｏｋｓ　平和台店

東京都 4 紀伊國屋書店　国分寺店

東京都 5 くまざわ書店コミックランドビーワン錦糸町

東京都 6 紀伊國屋書店　新宿本店コミック売場

東京都 7 芳林堂書店　高田馬場店

東京都 8 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ

東京都 9 ブックスルーエ

東京都 10 書泉グランデ

東京都 11 住吉書房　中目黒ブックセンター

東京都 12 啓文堂書店　吉祥寺店



東京都 13 くまざわ書店　池袋店

東京都 14 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＨＩＢＵＹＡ

東京都 15 ジュンク堂書店　池袋本店

東京都 16 ＢＯＯＫＳキデイランド　亀有店

東京都 17 スーパーブックス　芳進堂　ラムラ店

東京都 18 ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店

東京都 19 コーチャンフォー　若葉台店

東京都 20 三省堂書店　池袋本店

東京都 21 啓文堂書店　三鷹店

東京都 22 メディアライン　東村山店

東京都 23 三省堂書店　東京ソラマチ店

東京都 24 文教堂書店　赤羽店

東京都 25 ブックファースト　ルミネ北千住店

東京都 26 リブロ　大泉店

東京都 27 リブロ　光が丘店

東京都 28 リブロ　花小金井店

東京都 29 リブロ　ひばりが丘店

東京都 30 リブロ　福生店

東京都 31 あゆみＢｏｏｋｓ　杉並店

東京都 32 オリオン書房　小平店

東京都 33 ＰＡＰＥＲ　ＷＡＬＬ　ｎｏｎｏｗａ国立店

東京都 34 オリオン書房　ルミネ立川店

東京都 35 オリオン書房　サザン店

東京都 36 オリオン書房　アレア店

東京都 37 オリオン書房　イオンモールむさし村山店

東京都 38 オリオン書房　エミオ秋津店

東京都 39 リブロ　南町田グランベリーパーク店

東京都 40 リブロ南砂町ＳＵＮＡＭＯ店

東京都 41 スーパーブックス　住吉書房　五反野店

東京都 42 ＴＳＵＴＡＹＡ　大森町駅前店

東京都 43 八重洲ブックセンター　アリオ葛西店

東京都 44 文教堂書店　二子玉川店

東京都 45 ＮＥＴ２１井上昭島店

東京都 46 アニメイト　町田店

東京都 47 くまざわ書店　昭島店

東京都 48 紀伊國屋書店　笹塚店

東京都 49 有隣堂　町田モディ店

東京都 50 啓文堂書店　多摩センター店

東京都 51 フロマージュブックス　池袋店

東京都 52 宮脇書店　イオンスタイル板橋前野町店

東京都 53 椿書房

東京都 54 啓文堂書店　狛江店

東京都 55 ＮＥＴ２１ブックスページワンＩＹ赤羽店

東京都 56 丸善　丸の内本店

東京都 57 ブックファースト　新宿店

東京都 58 ブックファースト　中野店

東京都 59 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　東急蒲田店

東京都 60 くまざわ書店　桜ヶ丘店



東京都 61 くまざわ書店　サンシャインシティアルパ店

東京都 62 くまざわ書店　イトーヨーカドー綾瀬店

東京都 63 くまざわ書店　西新井店

東京都 64 くまざわ書店　東大和店

東京都 65 くまざわ書店　調布店

東京都 66 くまざわ書店コミックランドビーワン蒲田店

東京都 67 くまざわ書店　武蔵小金井北口店

東京都 68 くまざわ書店　国領店

東京都 69 くまざわ書店　浅草店

東京都 70 くまざわ書店　イーアス高尾店

東京都 71 くまざわ書店　イトーヨーカドー大森店

東京都 72 くまざわ書店コミックランドビーワン八王子

東京都 73 くまざわ書店　八王子南口店

東京都 74 くまざわ書店　永山店

東京都 75 文教堂書店　青戸店

東京都 76 文教堂書店　中野坂上店

東京都 77 文教堂書店　西台店

東京都 78 文教堂書店　練馬高野台店

東京都 79 文教堂書店　南大沢店

東京都 80 文教堂書店　河辺店

東京都 81 丸善　日本橋店

東京都 82 丸善　お茶の水店

東京都 83 丸善　有明ガーデン店

東京都 84 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店

東京都 85 ジュンク堂書店　吉祥寺店

東京都 86 ジュンク堂書店　立川高島屋店

東京都 87 ジュンク堂書店　大泉学園店

東京都 88 三省堂書店　有楽町店

東京都 89 廣文館　イトーヨーカドー曳舟店

東京都 90 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＰＯＴ新宿

東京都 91 ＴＳＵＴＡＹＡ　西五反田店

東京都 92 ＴＳＵＴＡＹＡ　馬事公苑店

東京都 93 ツタヤブックストア　ＥＱＵｉＡ成増店

東京都 94 ＴＳＵＴＡＹＡ　三鷹北口店

東京都 95 ＴＳＵＴＡＹＡ　調布駅南口店

東京都 96 ＴＳＵＴＡＹＡ　町田木曽店

東京都 97 アニメイト　池袋本店

東京都 98 アニメイト　吉祥寺パルコ

東京都 99 アニメイト　錦糸町店

東京都 100 アニメイト　八王子店

東京都 101 アニメイト　渋谷店

東京都 102 アニメイト　秋葉原本館

東京都 103 アニメイト　立川店

東京都 104 アニメイト　蒲田店

東京都 105 アニメイト　聖蹟桜ヶ丘オーパ

東京都 106 アニメイト　新宿ハルク

東京都 107 アニメイト　イオンモールむさし村山

東京都 108 未来屋書店　品川シーサイド店



東京都 109 未来屋書店　碑文谷店

東京都 110 未来屋書店　葛西店

神奈川県 1 八重洲ブックセンター　京急上大岡店

神奈川県 2 三省堂書店　海老名店

神奈川県 3 有隣堂　アトレ川崎店

神奈川県 4 ジュンク堂書店　藤沢店

神奈川県 5 有隣堂　ららぽーと海老名店

神奈川県 6 ブックファースト　青葉台店

神奈川県 7 天一書房　大倉山店

神奈川県 8 文教堂書店　溝ノ口本店

神奈川県 9 天一書房　日吉店

神奈川県 10 アニメイト　小田原店

神奈川県 11 石井商店

神奈川県 12 有隣堂　ららぽーと湘南平塚店

神奈川県 13 ブックスキタミ　港南台店

神奈川県 14 ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店

神奈川県 15 有隣堂　藤沢店

神奈川県 16 ブックポート２０３　大和店

神奈川県 17 有隣堂　たまプラーザテラス店

神奈川県 18 くまざわ書店　横須賀店

神奈川県 19 くまざわ書店　鶴見店

神奈川県 20 文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店

神奈川県 21 紀伊國屋書店　イトーヨーカドー川崎店

神奈川県 22 伊勢原書店　秦野店

神奈川県 23 紀伊國屋書店　横浜店

神奈川県 24 紀伊國屋書店　西武東戸塚Ｓ．Ｃ．店

神奈川県 25 紀伊國屋書店　イオンモール座間店

神奈川県 26 有隣堂　淵野辺店

神奈川県 27 ブックセンターよむよむ　原当麻駅前店

神奈川県 28 リブロ　港北東急ＳＣ店

神奈川県 29 有隣堂　本店

神奈川県 30 有隣堂　ルミネ横浜店

神奈川県 31 丸善　ラゾーナ川崎店

神奈川県 32 浜書房　バーズ店

神奈川県 33 くまざわ書店　相模大野店

神奈川県 34 丸善　横浜みなとみらい店

神奈川県 35 有隣堂　横浜西口コミック王国

神奈川県 36 メロンブックス　通信販売部

神奈川県 37 精文館書店　下瀬谷店

神奈川県 38 北野書店　本店

神奈川県 39 ヴィレッジヴァンガード　マルイ海老名

神奈川県 40 川上書店　ラスカ店

神奈川県 41 ブックファースト　モザイクモール港北店

神奈川県 42 有隣堂　戸塚モディ店

神奈川県 43 有隣堂　厚木店

神奈川県 44 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ戸塚店

神奈川県 45 ＢＯＯＫＳえみたす　大口店

神奈川県 46 くまざわ書店　長津田店



神奈川県 47 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店

神奈川県 48 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店

神奈川県 49 くまざわ書店　本厚木店

神奈川県 50 くまざわ書店　アピタテラス横浜綱島店

神奈川県 51 くまざわ書店　ジョイナステラス二俣川店

神奈川県 52 くまざわ書店　大船店

神奈川県 53 くまざわ書店　久里浜店

神奈川県 54 くまざわ書店　大和店

神奈川県 55 くまざわ書店　湘南台店

神奈川県 56 くまざわ書店　さぎ沼店

神奈川県 57 くまざわ書店　辻堂湘南モール店

神奈川県 58 くまざわ書店　さがみ野店

神奈川県 59 くまざわ書店　綾瀬店

神奈川県 60 くまざわ書店　相模原店

神奈川県 61 文教堂書店　中山とうきゅう店

神奈川県 62 文教堂書店　杉田とうきゅう店

神奈川県 63 文教堂書店　溝ノ口駅前店

神奈川県 64 文教堂書店　伊勢原店

神奈川県 65 文教堂書店　Ｒ４１２店

神奈川県 66 文教堂書店　立場店

神奈川県 67 三省堂書店　小田原店

神奈川県 68 サクラ書店　ラスカ平塚店

神奈川県 69 有隣堂　テラスモール湘南店

神奈川県 70 ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ケ峰駅前店

神奈川県 71 ＴＳＵＴＡＹＡ　向ヶ丘遊園店

神奈川県 72 ＴＳＵＴＡＹＡ　横須賀粟田店

神奈川県 73 スペース２１　南足柄店

神奈川県 74 アニメイト　藤沢店

神奈川県 75 アニメイト　横浜ビブレ

神奈川県 76 アニメイト　本厚木店

神奈川県 77 アニメイト　川崎店

神奈川県 78 アニメイト　横須賀店

神奈川県 79 アニメイト　マルイファミリー海老名店

神奈川県 80 アニメイト　オンラインショップ

神奈川県 81 未来屋書店　秦野店

神奈川県 82 未来屋書店　大和店

神奈川県 83 未来屋書店　相模原店

神奈川県 84 未来屋書店　本牧店

新潟県 1 くまざわ書店　新潟デッキィ店

新潟県 2 蔦屋書店　新潟中央インター店

新潟県 3 紀伊國屋書店　新潟店

新潟県 4 知遊堂　三条店

新潟県 5 イオン　新潟西店

新潟県 6 ジュンク堂書店　新潟店

新潟県 7 くまざわ書店　長岡店

新潟県 8 くまざわ書店　新潟亀田店

新潟県 9 戸田書店　長岡店

新潟県 10 蔦屋書店　南笹口店



新潟県 11 蔦屋書店　新津店

新潟県 12 アニメイト　新潟店

新潟県 13 アニメイト　長岡店

新潟県 14 未来屋書店　新潟青山店

富山県 1 明文堂書店　富山新庄経堂店

富山県 2 ＢＯＯＫＳなかだ　本店　コミックラボ

富山県 3 文苑堂書店　福田本店

富山県 4 ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店

富山県 5 喜久屋書店　高岡店

富山県 6 清明堂書店　マリエ店

富山県 7 明文堂書店　新入善店

富山県 8 明文堂書店　富山掛尾店

富山県 9 明文堂書店　黒部店

富山県 10 明文堂書店　高岡射水店

富山県 11 明文堂書店　氷見店

富山県 12 ＴＳＵＴＡＹＡ　砺波店

富山県 13 アニメイト　富山店

石川県 1 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店

石川県 2 ＫａＢｏＳ　イオンモール新小松店

石川県 3 明文堂書店　ＫＯＭＡＴＳＵ

石川県 4 北国書林　辰口店

石川県 5 北国書林　アルプラザ店

石川県 6 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ金沢店

石川県 7 ツタヤブックストア　イオンモール白山

石川県 8 アニメイト　金沢店

福井県 1 宮脇書店　清水店

福井県 2 三洋堂書店　小浜店

福井県 3 ＴＳＵＴＡＹＡ　福井パリオ店

福井県 4 ＴＳＵＴＡＹＡ　ワイプラザ武生店

福井県 5 文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店

福井県 6 ＴＳＵＴＡＹＡ　武生南店

福井県 7 アニメイト　福井店

山梨県 1 朗月堂　本店

山梨県 2 ブックセンターよむよむ　フレスポ甲府東店

山梨県 3 戸田書店　山梨中央店

山梨県 4 ＴＳＵＴＡＹＡ　南アルプスガーデン店

山梨県 5 宮脇書店　韮崎店

山梨県 6 柳正堂書店　甲府昭和イトーヨーカドー店

山梨県 7 くまざわ書店　双葉店

山梨県 8 ジュンク堂書店　岡島甲府店

山梨県 9 アニメイト　甲府店

長野県 1 平安堂　あづみ野店

長野県 2 平安堂　更埴店

長野県 3 平安堂　川中島店

長野県 4 ＴＳＵＴＡＹＡ　若里店

長野県 5 蔦屋書店　上田大屋店

長野県 6 蔦屋書店　長野川中島店

長野県 7 蔦屋書店　佐久野沢店



長野県 8 平安堂　座光寺店

長野県 9 くまざわ書店　上田店

長野県 10 文教堂　ＪＯＹ松本店

長野県 11 平安堂　飯田店

長野県 12 ＴＳＵＴＡＹＡ　箕輪店

長野県 13 アニメイト　長野店

長野県 14 アニメイト　松本パルコ

長野県 15 未来屋書店　佐久平店

長野県 16 未来屋書店　松本店

長野県 17 未来屋書店　穂高店

岐阜県 1 カルコス　穂積店

岐阜県 2 三省堂書店　岐阜店

岐阜県 3 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ御嵩店

岐阜県 4 ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店

岐阜県 5 コスモブックセンター

岐阜県 6 ツタヤブックストア　カラフルタウン岐阜店

岐阜県 7 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店

岐阜県 8 くまざわ書店　柳津店

岐阜県 9 三洋堂書店　土岐店

岐阜県 10 三洋堂書店　ルビットタウン高山店

岐阜県 11 三洋堂書店　穂積店

岐阜県 12 三洋堂書店　みのかも店

岐阜県 13 三洋堂書店　大和店

岐阜県 14 三洋堂書店　アクロスプラザ恵那店

岐阜県 15 三洋堂書店　大垣バロー店

岐阜県 16 三洋堂書店　各務原店

岐阜県 17 三洋堂書店　せき東店

岐阜県 18 三洋堂書店　垂井店

岐阜県 19 三洋堂書店　下恵土店

岐阜県 20 三洋堂書店　市橋店

岐阜県 21 丸善　岐阜店

岐阜県 22 草叢ＢＯＯＫＳ　各務原店

岐阜県 23 アニメイト　岐阜店

静岡県 1 アマノ　布橋店

静岡県 2 谷島屋　浜松本店

静岡県 3 マルサン書店　駅北店

静岡県 4 谷島屋　本沢合店

静岡県 5 谷島屋　三方原店

静岡県 6 谷島屋　ららぽーと沼津店

静岡県 7 谷島屋　ららぽーと磐田店

静岡県 8 戸田書店　江尻台店

静岡県 9 谷島屋　イオンモール浜松志都呂店

静岡県 10 谷島屋　連尺店

静岡県 11 谷島屋　サンストリート浜北店

静岡県 12 谷島屋　磐田店

静岡県 13 谷島屋　富士宮店

静岡県 14 谷島屋　マークイズ静岡店

静岡県 15 谷島屋　パルシェ店



静岡県 16 谷島屋　富士店

静岡県 17 谷島屋　アピタ磐田店

静岡県 18 長倉書店　サントムーン店

静岡県 19 焼津谷島屋　アピタ大仁店

静岡県 20 蔦屋書店　静岡店

静岡県 21 焼津谷島屋　登呂田店

静岡県 22 島田書店　花みずき店

静岡県 23 柏屋書店

静岡県 24 谷島屋　流通通り店

静岡県 25 ＮＥＴ２１吉見書店竜南店

静岡県 26 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ香貫店

静岡県 27 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ静岡店

静岡県 28 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ富士吉原店

静岡県 29 ＢＯＯＫＳえみたす　焼津店

静岡県 30 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ浜北店

静岡県 31 くまざわ書店　三島店

静岡県 32 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店

静岡県 33 戸田書店　富士店

静岡県 34 戸田書店　富士宮店

静岡県 35 戸田書店　藤枝東店

静岡県 36 ＴＳＵＴＡＹＡ　静岡西脇店

静岡県 37 ＴＳＵＴＡＹＡ　相良店

静岡県 38 ＴＳＵＴＡＹＡ　グランリバー大井川店

静岡県 39 アニメイト　静岡パルコ

静岡県 40 アニメイト　浜松店

静岡県 41 アニメイト　沼津店

静岡県 42 アニメイト　イオン浜松市野店

静岡県 43 アニメイト　イオンモール富士宮店

静岡県 44 未来屋書店　熱海店

静岡県 45 アシーネ　裾野店

静岡県 46 未来屋書店　袋井店

静岡県 47 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢丘店

愛知県 1 カルコス　扶桑店

愛知県 2 丸善　イオンタウン千種店

愛知県 3 あおい書店　半田店

愛知県 4 紀伊國屋書店　ｍｏｚｏ　ワンダーシティ店

愛知県 5 紀伊國屋書店　プライムツリー赤池店

愛知県 6 丸善　ヒルズウォーク徳重店

愛知県 7 未来屋書店　東浦店

愛知県 8 未来屋書店　岡崎店

愛知県 9 カルコス　小牧店

愛知県 10 三省堂書店　名古屋本店

愛知県 11 精文館書店　本店コミック館

愛知県 12 精文館書店　三ノ輪店

愛知県 13 精文館書店　汐田橋店

愛知県 14 精文館書店　新豊田店

愛知県 15 ツタヤブックストア　ららぽーと愛知東郷

愛知県 16 精文館書店　豊川店



愛知県 17 精文館書店　荒尾店

愛知県 18 精文館書店　豊明店

愛知県 19 精文館書店　蒲郡三谷店

愛知県 20 精文館書店　新津島店

愛知県 21 精文館書店　尾張一宮店

愛知県 22 星野書店　近鉄パッセ店

愛知県 23 あおい書店（らくだ）　豊川店

愛知県 24 ジュンク堂書店　名古屋栄店

愛知県 25 宮脇書店　尾西店

愛知県 26 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ鳴海店

愛知県 27 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ植田店

愛知県 28 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ中村店

愛知県 29 ＢＯＯＫＳえみたすポートウォークみなと店

愛知県 30 ＢＯＯＫＳえみたす　長久手店

愛知県 31 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ尾西店

愛知県 32 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ稲沢東店

愛知県 33 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ江南西店

愛知県 34 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ福釜店

愛知県 35 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ西尾店

愛知県 36 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ吉良店

愛知県 37 ＢＯＯＫＳえみたす　甚目寺店

愛知県 38 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ安城南店

愛知県 39 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ瀬戸店

愛知県 40 ＢＯＯＫＳえみたす　ラスパ太田川店

愛知県 41 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ八剱店

愛知県 42 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ本山店

愛知県 43 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン弥富店

愛知県 44 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店

愛知県 45 ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店

愛知県 46 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店

愛知県 47 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店

愛知県 48 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店

愛知県 49 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店

愛知県 50 ＴＳＵＴＡＹＡ　瑠璃光町店

愛知県 51 ツタヤブックストア　則武新町店

愛知県 52 くまざわ書店　名古屋セントラルパーク店

愛知県 53 くまざわ書店　岩倉店

愛知県 54 くまざわ書店　長久手店

愛知県 55 くまざわ書店　岡崎北店

愛知県 56 くまざわ書店　稲沢店

愛知県 57 くまざわ書店　名古屋南店

愛知県 58 くまざわ書店　一宮店

愛知県 59 三洋堂書店　梅坪店

愛知県 60 三洋堂書店　豊川店

愛知県 61 三洋堂書店　乙川店

愛知県 62 三洋堂書店　西尾店

愛知県 63 三洋堂書店　当知店

愛知県 64 三洋堂書店　よもぎ店



愛知県 65 三洋堂書店　碧南店

愛知県 66 丸善　アピタ知立店

愛知県 67 ジュンク堂書店　名古屋店

愛知県 68 ＭＡＲＵＺＥＮ　名古屋本店

愛知県 69 光書店　高畑店

愛知県 70 ＴＳＵＴＡＹＡ　高蔵寺店

愛知県 71 ＴＳＵＴＡＹＡ　稲沢店

愛知県 72 光書店　ＴＳＵＴＡＹＡ大治店

愛知県 73 アニメイト　名古屋店

愛知県 74 アニメイト　豊橋店

愛知県 75 アニメイト　東岡崎店

愛知県 76 アニメイト　金山店

愛知県 77 アニメイト　豊田店

愛知県 78 アニメイト　イオンモール大高店

愛知県 79 アニメイト　名古屋パルコ

愛知県 80 未来屋書店　豊川店

愛知県 81 未来屋書店　豊田店

愛知県 82 未来屋書店　名古屋東店

愛知県 83 未来屋書店　名西店

愛知県 84 未来屋書店　名古屋茶屋店

愛知県 85 未来屋書店　大高店

愛知県 86 未来屋書店　新瑞橋店

愛知県 87 未来屋書店　守山店

愛知県 88 未来屋書店　有松店

愛知県 89 未来屋書店　豊橋南店

愛知県 90 未来屋書店　常滑店

愛知県 91 未来屋書店　長久手店

愛知県 92 未来屋書店　木曽川店

三重県 1 別所書店　津駅店

三重県 2 別所書店　イオン店

三重県 3 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ鈴鹿店

三重県 4 ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店

三重県 5 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店

三重県 6 ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店

三重県 7 ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店

三重県 8 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢上地店

三重県 9 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名店

三重県 10 三洋堂書店　桑名店

三重県 11 三洋堂書店　星川店

三重県 12 三洋堂書店　名張店

三重県 13 三洋堂書店　菰野店

三重県 14 丸善　四日市店

三重県 15 アニメイト　四日市店

三重県 16 アニメイト　イオンモール桑名店

三重県 17 未来屋書店　四日市北店

三重県 18 未来屋書店　東員店

三重県 19 未来屋書店　津南店

三重県 20 未来屋書店　日永店



三重県 21 未来屋書店　津城山店

滋賀県 1 サンミュージックハイパーブックス大津京店

滋賀県 2 サンミュージック　ハイパーブックス水口店

滋賀県 3 サンミュージック　ハイパーブックス長浜

滋賀県 4 サンミュージック　長浜店

滋賀県 5 サンミュージック　ハイパーブックス彦根

滋賀県 6 サンミュージック　近江八幡店

滋賀県 7 サンミュージック　ハイパーブックス八日市

滋賀県 8 サンミュージック　守山店

滋賀県 9 サンミュージック　ハイパーブックス駒井沢

滋賀県 10 サンミュージック　ＨＢかがやき通り店

滋賀県 11 大垣書店　フォレオ大津一里山店

滋賀県 12 ジュンク堂書店　滋賀草津店

滋賀県 13 宮脇書店　近江八幡店

滋賀県 14 三洋堂書店　長浜店

滋賀県 15 アニメイト　アルプラザ草津店

滋賀県 16 未来屋書店　大津京店

京都府 1 丸善　京都本店

京都府 2 アバンティブックセンター　洛北店

京都府 3 まるぜん書店　野田川店

京都府 4 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店

京都府 5 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク

京都府 6 未来屋書店　高の原店

京都府 7 平和書店　アル・プラザ京田辺店

京都府 8 ＴＳＵＴＡＹＡ　亀岡店

京都府 9 大垣書店　二条駅店

京都府 10 平和書店　アル・プラザ宇治東店

京都府 11 くまざわ書店　四条烏丸店

京都府 12 くまざわ書店　桃山店

京都府 13 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ　福知山店

京都府 14 アニメイト　京都店

京都府 15 アニメイト　アバンティ京都店

大阪府 1 ブックストア談　文教堂　住道店

大阪府 2 紀伊國屋書店　泉北店

大阪府 3 喜久屋書店　漫画館あべの店

大阪府 4 紀伊國屋書店　堺北花田店

大阪府 5 コミックランド　ヒバリヤ

大阪府 6 紀伊國屋書店　グランフロント大阪店

大阪府 7 旭屋書店　なんばＣＩＴＹ店

大阪府 8 ＴＳＵＴＡＹＡ　香里園店

大阪府 9 紀伊國屋書店　梅田本店

大阪府 10 田村書店　千里中央店

大阪府 11 紀伊國屋書店　天王寺ミオ店

大阪府 12 紀伊國屋書店　アリオ鳳店

大阪府 13 紀伊國屋書店　京橋店

大阪府 14 ジュンク堂書店　大阪本店

大阪府 15 アミーゴ書店　枚方店

大阪府 16 リブロ　イオンモール鶴見店



大阪府 17 ジュンク堂書店　難波店

大阪府 18 ＴＳＵＴＡＹＡ　瓢箪山駅前店

大阪府 19 ジュンク堂書店　近鉄あべのハルカス店

大阪府 20 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店

大阪府 21 水嶋書房　泉佐野店

大阪府 22 未来屋書店　大日店

大阪府 23 ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店

大阪府 24 ブックファースト　曽根店

大阪府 25 大垣書店　イオンモール堺鉄砲町店

大阪府 26 パルネット　ベルマージュ堺店

大阪府 27 田村書店　南茨木店

大阪府 28 野村呼文堂

大阪府 29 大東書店

大阪府 30 梅田　蔦屋書店

大阪府 31 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店

大阪府 32 くまざわ書店　阿倍野店

大阪府 33 くまざわ書店　天王寺店

大阪府 34 くまざわ書店　津久野店

大阪府 35 くまざわ書店　守口店

大阪府 36 キャップ書店　河内長野店

大阪府 37 ジュンク堂書店　天満橋店

大阪府 38 丸善　八尾アリオ店

大阪府 39 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＰＯＴ　伊丹空港

大阪府 40 ＴＳＵＴＡＹＡ　戎橋店

大阪府 41 ＴＳＵＴＡＹＡ　大正千島店

大阪府 42 ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉２６号線店

大阪府 43 ＴＳＵＴＡＹＡ　堺プラットプラット店

大阪府 44 ＴＳＵＴＡＹＡ　牧野高校前店

大阪府 45 アニメイト　天王寺店

大阪府 46 アニメイト　高槻店

大阪府 47 アニメイト　布施店

大阪府 48 アニメイト　京橋店

大阪府 49 アニメイト　大阪日本橋店

大阪府 50 アニメイト　枚方店

大阪府 51 アニメイト　梅田店

大阪府 52 未来屋書店　四條畷店

大阪府 53 未来屋書店　高槻店

大阪府 54 未来屋書店　りんくう泉南店

大阪府 55 未来屋書店　喜連瓜破店

大阪府 56 アシーネ　吹田店

大阪府 57 アシーネ　古川橋駅前店

大阪府 58 未来屋書店　茨木店

大阪府 59 未来屋書店　日根野店

兵庫県 1 旭屋書店　ららぽーと甲子園店

兵庫県 2 紀伊國屋書店　川西店

兵庫県 3 喜久屋書店　神戸学園都市店

兵庫県 4 喜久屋書店　神戸北町店

兵庫県 5 喜久屋書店　北神戸店



兵庫県 6 ジュンク堂書店　三宮店

兵庫県 7 ＦＭ西村書店　加西店

兵庫県 8 ジュンク堂書店　三宮駅前店

兵庫県 9 ジュンク堂書店　姫路店

兵庫県 10 紀伊國屋書店　神戸阪急店

兵庫県 11 ふたば書房　つかしん店

兵庫県 12 喜久屋書店　東急プラザ新長田店

兵庫県 13 ダイハン書房　岡本店

兵庫県 14 喜久屋書店　姫路店

兵庫県 15 宮脇書店　洲本店

兵庫県 16 喜久屋書店　辻井店

兵庫県 17 宮脇書店　アマゴッタ店

兵庫県 18 田村書店　猪名川店

兵庫県 19 ＴＳＵＴＡＹＡ　高砂米田店

兵庫県 20 くまざわ書店　あまがさき店

兵庫県 21 くまざわ書店　加古川店

兵庫県 22 くまざわ書店　明石店

兵庫県 23 くまざわ書店　コロワ甲子園店

兵庫県 24 くまざわ書店　藤原台店

兵庫県 25 キャップ書店　立花店

兵庫県 26 ジュンク堂書店　西宮店

兵庫県 27 ジュンク堂書店　芦屋店

兵庫県 28 ジュンク堂書店　神戸住吉店

兵庫県 29 ジュンク堂書店　舞子店

兵庫県 30 ジュンク堂書店　明石店

兵庫県 31 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ尼崎店

兵庫県 32 ＴＳＵＴＡＹＡ　太子店

兵庫県 33 アニメイト　三宮店

兵庫県 34 アニメイト　姫路店

兵庫県 35 アニメイト　川西店

兵庫県 36 アニメイト　イオン明石店

兵庫県 37 未来屋書店　三木店

兵庫県 38 未来屋書店　明石店

兵庫県 39 未来屋書店　加西北条店

兵庫県 40 未来屋書店　東山店

兵庫県 41 未来屋書店　加古川店

兵庫県 42 未来屋書店　赤穂店

奈良県 1 アニメイト　奈良店

奈良県 2 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ大和郡山店

奈良県 3 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ西大和店

奈良県 4 三洋堂書店　桜井店

奈良県 5 三洋堂書店　香芝店

奈良県 6 キャップ書店　王寺店

奈良県 7 ジュンク堂書店　橿原店

奈良県 8 喜久屋書店　橿原店

和歌山県 1 宮脇書店　和歌山店

和歌山県 2 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　橋本店

和歌山県 3 多屋孫書店



和歌山県 4 くまざわ書店　和歌山ＭＩＯ店

和歌山県 5 本と文具ツモリ　西部店

和歌山県 6 アニメイト　和歌山店

和歌山県 7 未来屋書店　和歌山店

鳥取県 1 宮脇書店　境港店

鳥取県 2 ブックセンターコスモ　吉方店

鳥取県 3 今井書店　湖山メディア館

鳥取県 4 今井書店　吉成コミック店

鳥取県 5 今井書店　倉吉店

鳥取県 6 今井書店　倉吉パープルタウン店

鳥取県 7 今井書店　アプト店

鳥取県 8 本の学校　今井ブックセンター

鳥取県 9 今井書店　錦町店

鳥取県 10 今井書店　境港店

鳥取県 11 宮脇書店　鳥取店

鳥取県 12 宮脇書店　イオンモール日吉津店

鳥取県 13 アニメイト　イオン米子駅前店

島根県 1 今井書店　学園通り店

島根県 2 今井書店グループセンター店

島根県 3 ブックセンターコスモ　出雲店

島根県 4 ブックセンタージャスト　浜田店

島根県 5 今井書店　安来プラーナ店

島根県 6 今井書店　出雲店

島根県 7 今井書店　ゆめタウン出雲店

島根県 8 今井書店　木次マルシェリーズ店

島根県 9 宮脇書店　イオン松江店

島根県 10 アニメイト　イオン松江店

岡山県 1 丸善　岡山シンフォニービル店

岡山県 2 ＴＳＵＴＡＹＡ　大安寺店

岡山県 3 啓文社　岡山本店

岡山県 4 丸善　さんすて岡山店

岡山県 5 喜久屋書店　倉敷店

岡山県 6 未来屋書店　岡山店

岡山県 7 宮脇書店　新原尾島店

岡山県 8 宮脇書店　新平島店

岡山県 9 ブックプラザＡＺ　茶屋町店

岡山県 10 紀伊國屋書店　クレド岡山店

岡山県 11 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡山西大寺店

岡山県 12 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ岡南店

岡山県 13 ＴＳＵＴＡＹＡ　高屋店

岡山県 14 ツタヤブックストア　岡山駅前

岡山県 15 ＴＳＵＴＡＹＡ　総社東店

岡山県 16 アニメイト　岡山店

広島県 1 啓文社　緑町店

広島県 2 啓文社　コア春日店

広島県 3 廣文館　フジグラン高陽店

広島県 4 啓文社　西条店

広島県 5 紀伊國屋書店　広島店



広島県 6 ＴＳＵＴＡＹＡ啓文社　コア神辺店

広島県 7 フタバ図書　ＡＬＴｉ福山本店

広島県 8 フタバ図書　アルティアルパーク北棟店

広島県 9 フタバ図書　ＴＥＲＡ広島府中店

広島県 10 フタバ図書　ＭＥＧＡ中筋店

広島県 11 フタバ図書　ＧＩＧＡ宇品店

広島県 12 フタバ図書　ソフトピア広店

広島県 13 フタバ図書　ＧＩＧＡ呉駅レクレ店

広島県 14 フタバ図書　ソフトピア八本松店

広島県 15 フタバ図書　五日市駅前店

広島県 16 フタバ図書　ソフトピア海田店

広島県 17 フタバ図書　ソフトピア可部センター店

広島県 18 フタバ図書　ソフトピア大竹店

広島県 19 フタバ図書　ソフトピア三次店

広島県 20 フタバ図書　広大前店

広島県 21 フタバ図書　ＧＩＧＡ上安店

広島県 22 フタバ図書　ＧＩＧＡ祗園店

広島県 23 フタバ図書　ＧＩＧＡ五日市店

広島県 24 フタバ図書　横川店

広島県 25 宮脇書店　神辺店

広島県 26 啓文社　イオン三原店

広島県 27 廣文館　呉駅ビル店

広島県 28 啓文社　コア福山西店

広島県 29 ＭＡＲＵＺＥＮ　広島店

広島県 30 ＴＳＵＴＡＹＡ　松永店

広島県 31 ＴＳＵＴＡＹＡ　東広島店

広島県 32 アニメイト　広島店

広島県 33 アニメイト　福山店

広島県 34 アニメイト　フジグラン東広島店

山口県 1 明屋書店　厚狭店

山口県 2 文榮堂　山口大学前店

山口県 3 明屋書店　萩店

山口県 4 明林堂書店　コスパ防府店

山口県 5 フタバ図書　ＧＩＧＡフレスタモール岩国店

山口県 6 フタバ図書　ＧＩＧＡ防府店

山口県 7 宮脇書店　ゆめシティ店

山口県 8 くまざわ書店　下関店

山口県 9 ＴＳＵＴＡＹＡ　防府店

山口県 10 ＴＳＵＴＡＹＡ　周南店

山口県 11 ＴＳＵＴＡＹＡ　山口葵店

山口県 12 アニメイト　イオン防府店

山口県 13 未来屋書店　防府店

徳島県 1 カルチャーシティ平惣　川内店

徳島県 2 カルチャーシティ平惣　阿南センター店

徳島県 3 ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店

徳島県 4 宮脇書店　パワーシティ新鳴門店

徳島県 5 宮脇書店　マルナカ脇町店

徳島県 6 ＴＳＵＴＡＹＡ　北島店



徳島県 7 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン石井店

徳島県 8 アニメイト　徳島店

香川県 1 宮脇書店　南本店

香川県 2 宮脇書店　綾南店

香川県 3 宮脇書店　観音寺店

香川県 4 宮脇書店　新屋島店

香川県 5 松岡書店

香川県 6 くまざわ書店　高松店

香川県 7 ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店

香川県 8 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇多津店

香川県 9 アニメイト　高松店

香川県 10 未来屋書店　綾川店

愛媛県 1 明屋書店　ＭＥＧＡ西の土居店

愛媛県 2 明屋書店　松前店

愛媛県 3 明屋書店　八幡浜店

愛媛県 4 宮脇書店　新居浜本店

愛媛県 5 宮脇書店　イオンモール今治新都市店

愛媛県 6 明屋書店　川之江店

愛媛県 7 アニメイト　松山店

高知県 1 ＴＳＵＴＡＹＡ　御座店

高知県 2 金高堂

高知県 3 ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店

高知県 4 アニメイト　高知店

福岡県 1 ブックイン金進堂　長者原店

福岡県 2 積文館書店　小田部店

福岡県 3 ジュンク堂書店　福岡店

福岡県 4 エーブック　穂波店

福岡県 5 紀伊國屋書店　久留米店

福岡県 6 ブックセンタークエスト　小倉本店

福岡県 7 明屋書店　宗像店

福岡県 8 福岡金文堂　大橋駅店

福岡県 9 ＢＯＯＫＳあんとく　みずま店

福岡県 10 丸善　博多店

福岡県 11 福家書店　福岡木の葉モール橋本店

福岡県 12 福岡金文堂　志摩店

福岡県 13 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂えきマチ１丁目香椎店

福岡県 14 紀伊國屋書店　福岡本店

福岡県 15 明林堂書店　エーブック飯塚店

福岡県 16 フタバ図書　ＴＥＲＡイオンモール福岡店

福岡県 17 フタバ図書　ＧＩＧＡ春日店

福岡県 18 福岡金文堂　行橋店

福岡県 19 ブックセンタークエスト　エマックス久留米

福岡県 20 未来屋書店　八幡東店

福岡県 21 福岡金文堂　大川店

福岡県 22 アカデミア　サンリブシティ小倉店

福岡県 23 くまざわ書店　サンリブもりつね店

福岡県 24 くまざわ書店　若松店

福岡県 25 くまざわ書店　小倉店



福岡県 26 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＨＡＫＡＴＡ

福岡県 27 六本松　蔦屋書店

福岡県 28 ツタヤブックストアマークイズ福岡ももち店

福岡県 29 ＴＳＵＴＡＹＡ　共立大前店

福岡県 30 ＴＳＵＴＡＹＡ　前原店

福岡県 31 ＴＳＵＴＡＹＡ　上津店

福岡県 32 ＴＳＵＴＡＹＡ　コスタ行橋店

福岡県 33 ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックガレージ　福岡志免

福岡県 34 アニメイト　福岡パルコ店

福岡県 35 アニメイト　小倉店

福岡県 36 アニメイト　イオンモール筑紫野

福岡県 37 未来屋書店　黒崎店

福岡県 38 未来屋書店　笹丘店

福岡県 39 未来屋書店　香椎浜店

福岡県 40 未来屋書店　福岡伊都店

福岡県 41 未来屋書店　直方店

福岡県 42 未来屋書店　戸畑店

福岡県 43 未来屋書店　大牟田店

佐賀県 1 ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　鹿島店

佐賀県 2 紀伊國屋書店　佐賀店

佐賀県 3 積文館書店　上峰店

佐賀県 4 明林堂書店　南佐賀店

佐賀県 5 宮脇書店　佐賀本店

佐賀県 6 福岡金文堂　イオン唐津店

佐賀県 7 くまざわ書店　佐賀店

佐賀県 8 ＴＳＵＴＡＹＡ　兵庫町店

佐賀県 9 アニメイト　モラージュ佐賀店

長崎県 1 紀伊國屋書店　長崎店

長崎県 2 くまざわ書店　佐世保店

長崎県 3 遊ＩＮＧ　城山店

長崎県 4 ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ浜町店

長崎県 5 ＴＳＵＴＡＹＡ　長崎ＣＯＣＯＷＡＬＫ

長崎県 6 ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店

長崎県 7 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店

長崎県 8 アニメイト　長崎店

長崎県 9 アニメイト　佐世保店

熊本県 1 紀伊國屋書店　熊本光の森店

熊本県 2 紀伊國屋書店　熊本はません店

熊本県 3 金龍堂　まるぶん店

熊本県 4 ＢＯＯＫＳあんとく　あらお店

熊本県 5 ＢＯＯＫＳあんとく　やまが店

熊本県 6 蔦屋書店　嘉島

熊本県 7 ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店

熊本県 8 アニメイト　熊本店

大分県 1 紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店

大分県 2 リブロ　大分わさだ店

大分県 3 明林堂書店　大分本店

大分県 4 明林堂書店　青山店



大分県 5 明林堂書店　ゆめタウン別府店

大分県 6 明屋書店　臼杵野田店

大分県 7 くまざわ書店　大分店

大分県 8 くまざわ書店　大分明野店

大分県 9 アニメイト　大分店

大分県 10 未来屋書店　三光店

宮崎県 1 紀伊國屋書店　アミュプラザみやざき店

宮崎県 2 未来屋書店　宮崎店

宮崎県 3 明林堂書店　小林店

宮崎県 4 ブックスミスミ　日向店

宮崎県 5 くまざわ書店　延岡ニューシティ店

宮崎県 6 ＴＳＵＴＡＹＡ　江平店

宮崎県 7 アニメイト　宮崎店

鹿児島県 1 明屋書店　川内店

鹿児島県 2 丸善　天文館店

鹿児島県 3 紀伊國屋書店　鹿児島店

鹿児島県 4 ブックスミスミ　オプシア店

鹿児島県 5 ブックスミスミ　七ツ島店

鹿児島県 6 金海堂　イオン隼人国分店

鹿児島県 7 ジュンク堂書店　鹿児島店

鹿児島県 8 ＴＳＵＴＡＹＡ　出水本町店

鹿児島県 9 ＴＳＵＴＡＹＡ　フレスポ国分店

鹿児島県 10 アニメイト　鹿児島店

鹿児島県 11 未来屋書店　鹿児島店

鹿児島県 12 アシーネ　鹿児島店

沖縄県 1 リウボウブックセンター店

沖縄県 2 未来屋書店　沖縄ライカム店

沖縄県 3 宮脇書店　イオン名護店

沖縄県 4 球陽堂書房　西原店

沖縄県 5 球陽堂書房　那覇メインプレイス店

沖縄県 6 ジュンク堂書店　那覇店

沖縄県 7 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＯＫＩＮＡＷＡ

沖縄県 8 アニメイト　那覇国際通り店

沖縄県 9 未来屋書店　とよみ店

海外 1 淳久堂書店　明曜店


