都道府県
北海道

書店名
ＴＳＵＴＡＹＡ 岩見沢店
ＴＳＵＴＡＹＡ 倶知安店
ＴＳＵＴＡＹＡ 上江別店
ＴＳＵＴＡＹＡ 深川店
ＴＳＵＴＡＹＡ 苫小牧店
アイブック イトーヨーカドー屯田店
アシーネ 東札幌店
アニメイトイオン釧路店
アニメイト旭川店
アニメイト札幌店
アニメイト函館店
イオン永山店 書籍売場
イオン札幌藻岩店 書籍売場
イオン岩見沢店 書籍売場
イオン静内店 書籍売場
イオン北海道余市店 書籍売場
いけだ書店 士別店
ヴィレッジヴァンガード イオン札幌苗穂店
くまざわ書店 アリオ札幌店
くまざわ書店 釧路店
くまざわ書店 手稲店
くまざわ書店 帯広店
くまざわ書店 帯広藤丸店
くまざわ書店 中標津店
くまざわ書店 東神楽店
くまざわ書店 苫小牧店
くまざわ書店 函館ポールスター店
ザ・本屋さん エルマー店
ザ・本屋さん 音更ＯＫ店
ジュンク堂書店 旭川店
ひかりや書店
ブックポート 久根別店
マル五 中尾書店
学海堂書店
紀伊國屋書店 オーロラタウン店
宮脇書店 札幌平岡店
江別 蔦屋書店
札幌弘栄堂書店 アピア店
蔦屋書店 新道店
蔦屋書店 木野店
函館栄好堂 丸井今井店
冨貴堂 末広店
文教堂 宮の森店
文教堂 琴似駅前店
文教堂 札幌大通駅店
文教堂書店 新札幌ＤＵＯ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 北４９条店
未来屋書店 アシーネ麻生店

都道府県

青森県

岩手県

宮城県

書店名
未来屋書店 旭川駅前店
未来屋書店 琴似店
未来屋書店 三笠店
未来屋書店 手稲山口店
未来屋書店 上磯店
未来屋書店 西岡店
未来屋書店 発寒店
未来屋書店 名寄店
ＴＳＵＴＡＹＡ つがる柏店
ＴＳＵＴＡＹＡ 弘前樹木店
ＴＳＵＴＡＹＡ 弘前店
ＴＳＵＴＡＹＡ 十和田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 青森中央店
ＴＳＵＴＡＹＡ 八戸ニュータウン店
アニメイト弘前店
アニメイト青森店
アニメイト八戸ラピア
カネイリ 番町店
くまざわ書店 五所川原店
くまざわ書店 弘前店
くまざわ書店 青森店
くまざわ書店 八戸店
ツタヤブックストア ヒロロ
ブックスモア 青山店
成田本店 サンロード店
未来屋書店 新七戸店
未来屋書店 八戸店
ＭＯＲＩＯＫＡ ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ 一関中央店
ＴＳＵＴＡＹＡ 一関店
ＴＳＵＴＡＹＡ 水沢店
アニメイト盛岡店
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
とぴあ内田書店
ブックスアメリカン 北上店
伊吉書院 ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ二戸店
宮脇書店 久慈店
東山堂 イオンモール盛岡南店
東山堂 イオンモール前潟盛岡店
東山堂 都南店
未来屋書店 一関店
未来屋書店 江釣子パル店
ＴＳＵＴＡＹＡ 愛子店
ＴＳＵＴＡＹＡ 仙台荒井店
ＴＳＵＴＡＹＡ 富谷大清水店
ＴＳＵＴＡＹＡ 利府店
ＴＳＵＴＡＹＡ仙台南店
アニメイト仙台店
くまざわ書店 アリオ仙台泉店

都道府県

秋田県

山形県

福島県

書店名
くまざわ書店 エスパル仙台店
ゲーマーズ 仙台店
ブックＴＯＷＮ 角田店
ブックスなにわ 多賀城店
ブックセンターササエ古川駅前大通店
ブックセンター湘南 栗原店
ヤマト屋書店 東仙台店
喜久屋書店 仙台店
紀伊國屋書店 仙台店
宮脇書店 佐沼店
宮脇書店 柴田店
宮脇書店 仙台卸町店
金港堂 大河原店
蔦屋書店 多賀城市立図書館
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
ＢＯＯＫＳマルゴ
ＴＳＵＴＡＹＡ 仁井田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 中野店
ＴＳＵＴＡＹＡ 由利本荘店
アニメイト秋田店
ブックスモア 潟上店
ブックスモア 鷹巣店
ミライア 本荘店
宮脇書店 秋田本店
金喜書店
ＴＳＵＴＡＹＡ 寒河江店
アニメイト山形店
くまざわ書店 山形店
くまざわ書店 鶴岡店
戸田書店 三川店
戸田書店 山形店
八文字屋 鶴岡店
未来屋書店 三川店
未来屋書店 酒田北店
未来屋書店 天童店
ＴＳＵＴＡＹＡ 喜多方西店
ＴＳＵＴＡＹＡ 坂下店
ＴＳＵＴＡＹＡ 川俣店
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
おおうち書店
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
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
ジュンク堂書店 郡山店

都道府県

書店名
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 小名浜店
ブックエース 上荒川店
ブックエース 植田店
みどり書房 イオンタウン店
みどり書房 桑野店
ヤマニ書房 ラトブ店
レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ 滝沢店
レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ 猪苗代店
岩瀬書店 会津若松駅前店
岩瀬書店 八木田店プラスゲオ
岩瀬書店 富久山店プラスゲオ
岩瀬書店 福島駅西口店
鹿島ブックセンター
文芸堂書店 相馬店
未来屋書店 白河西郷店

