
都道府県 書店名

茨城県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば

ＴＳＵＴＡＹＡ　ピアシティ石岡店

ＴＳＵＴＡＹＡ　神栖店

ＴＳＵＴＡＹＡ　神立店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新石岡店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鉾田店

アニメイトイオンモール土浦店

アニメイト水戸店

くまざわ書店　取手店

ブックエース　茨大前店

ブックエース　下館店

ブックエース　下妻店

ブックエース　結城店

ブックエース　見和店

ブックエース　坂東店

ブックエース　勝田東石川店

ブックエース　新取手店

ブックエース　日立鮎川店

ブックシアターベル水海道店

川又書店　エクセル店

大地堂　ララルー店

大島書店

蔦屋書店　龍ケ崎店

未来屋書店　つくば店

未来屋書店　下妻店

未来屋書店　西代店

栃木県 BIG ONE BOOK STORE　若草店

ＴＳＵＴＡＹＡ　４００号西那須野店

ＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店

ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮インターパーク店

ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮南店

ＴＳＵＴＡＹＡ　黒磯店

ＴＳＵＴＡＹＡ　今市店

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐野店

ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿沼店

ＴＳＵＴＡＹＡ　小山ロブレ店

ＴＳＵＴＡＹＡ　小山城南店

ＴＳＵＴＡＹＡ　真岡店

ＴＳＵＴＡＹＡ　竹林店

ＴＳＵＴＡＹＡおやまハーヴェストウォーク

アニメイトロブレ小山店

アニメイト宇都宮店

うさぎや　ＴＳＵＴＡＹＡ宇都宮東簗瀬店

うさぎや　宇都宮駅東口店

くまざわ書店　アシコタウン

くまざわ書店　アピタ宇都宮店

くまざわ書店　宇都宮インターパーク店
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くまざわ書店　宇都宮店

くまざわ書店　鹿沼店

くまざわ書店　足利コムファースト店

喜久屋書店　宇都宮店

宮脇書店　イオンタウン佐野店

八重洲ブックセンター　宇都宮パセオ店

未来屋書店　佐野新都市店

未来屋書店　小山店

未来屋書店　栃木店

落合書店　トナリエ店

群馬県 ＴＳＵＴＡＹＡ　安中店

ＴＳＵＴＡＹＡ　江木店

ＴＳＵＴＡＹＡ　渋川店

ＴＳＵＴＡＹＡ　前橋荒牧店

ＴＳＵＴＡＹＡ　大泉店

ＴＳＵＴＡＹＡ　片貝店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊勢崎店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富岡店

アニメイトイオンモール太田

アニメイト高崎店

くまざわ書店　イーサイト高崎店

くまざわ書店　伊勢崎店

くまざわ書店　大間々店

ツタヤブックストア　アクエル前橋

ナカムラヤ　ニコモール店

紀伊國屋書店　前橋店

戸田書店　桐生店

蔦屋書店　前橋みなみモール店

未来屋書店　高崎店

埼玉県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　菖蒲店

ＫａＢｏＳ　ららぽーと新三郷店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＪＲ東所沢駅前店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＱＬｕＲｉ川越店

ＴＳＵＴＡＹＡ　レイクタウン

ＴＳＵＴＡＹＡ　加須店

ＴＳＵＴＡＹＡ　狭山店

ＴＳＵＴＡＹＡ　高麗川店

ＴＳＵＴＡＹＡ　春日部店

ＴＳＵＴＡＹＡ　所沢山口店

ＴＳＵＴＡＹＡ　新所沢店

ＴＳＵＴＡＹＡ　秩父店

ＴＳＵＴＡＹＡ　八潮店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　越谷店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店

ｙｃｖｏｘ　ワカバウォーク店

アニメイトイオンレイクタウン店

アニメイトモラージュ菖蒲店

アニメイトららぽーと富士見店

アニメイト熊谷店

アニメイト所沢

アニメイト川越店
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アニメイト川口店

アニメイト大宮コミック館

アニメイト南越谷店

いけだ書店　上尾店

ヴィレッジヴァンガード　イオンレイクタウン

ヴィレッジヴァンガード　モラージュ菖蒲店

くまざわ書店　アズセカンド店

くまざわ書店　イオンタウンふじみ野店

くまざわ書店　ララガーデン川口店

くまざわ書店　浦和美園店

くまざわ書店　久喜店

くまざわ書店　宮原店

くまざわ書店　上里店

くまざわ書店　草加店

くまざわ書店　秩父店

くまざわ書店　的場店

くまざわ書店　東浦和店

くまざわ書店　入間店

くまざわ書店　飯能店

くまざわ書店　和光店

くまざわ書店　鷲宮店

くまざわ書店　蕨錦町店

ジュンク堂書店　大宮高島屋店

パルコブックセンター　新所沢店

ブックエース　春日部１６号線店

ブックエース　杉戸店

ブックファースト　ルミネ川越店

よむよむ　ビバモール埼玉大井店

よむよむ　坂戸入西店

よむよむ　草加谷塚駅前店

よむよむＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ本庄

リブロ　ララガーデン春日部店

リブロ　ららぽーと富士見店

リブロ　狭山ヶ丘店

リブロ　鴻巣店

リブロ　小手指店

旭屋書店　アリオ上尾店

丸善　桶川店

丸善　丸広百貨店飯能店

紀伊國屋書店　浦和パルコ店

紀伊國屋書店　入間丸広店

宮脇書店　ヨーカドー三郷店

宮脇書店　越谷店

宮脇書店　鴻巣店

宮脇書店　北本店

戸田書店　熊谷店

三省堂書店　大宮店

須原屋　熊谷店

須原屋　川口前川店

成文堂　南浦和店

斉藤三光堂　駅前店
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東京旭屋書店　新越谷店

博文堂書店　千間台店

文教堂書店　川口駅店

文教堂書店　東川口店

未来屋書店　せんげん台店

未来屋書店　大宮店

未来屋書店　入間店

千葉県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　ちはら台店

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　津田沼Ｐ店

ＢＯＯＫ　ＯＮ　四街道店

Ｂｏｏｋ＋サンモール旭店

ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ君津店

ＫａＢｏＳ　ららぽーと柏の葉店

ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン館山店

ＴＳＵＴＡＹＡ　浦安さくら通り店

ＴＳＵＴＡＹＡ　夏見台店

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐倉店

ＴＳＵＴＡＹＡ　市原五井店

ＴＳＵＴＡＹＡ　勝田台店

ＴＳＵＴＡＹＡ　青葉台店

ＴＳＵＴＡＹＡ　千葉寺店

ＴＳＵＴＡＹＡ　二十世紀ケ丘店

ＴＳＵＴＡＹＡ　柏駅前店

ＴＳＵＴＡＹＡ　流山店

ＴＳＵＴＡＹＡ　六高台店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店

アニメイトアリオ柏

アニメイトイオンモール船橋店

アニメイトイオンモール木更津店

アニメイト松戸店

アニメイト千葉店

アニメイト津田沼店

アニメイト柏店

ヴィレッジヴァンガード　津田沼パルコ店

くまざわ書店　シャポー船橋店

くまざわ書店　シャポー本八幡店

くまざわ書店　ペリエ西千葉店

くまざわ書店　ペリエ千葉エキナカ店

くまざわ書店　ペリエ千葉本店

くまざわ書店　モラージュ柏店

くまざわ書店　ららぽーと店

くまざわ書店　稲毛店

くまざわ書店　公津店

くまざわ書店　四街道店

くまざわ書店　勝田台店

くまざわ書店　松戸新田店

くまざわ書店　松戸店

くまざわ書店　新鎌ケ谷店

くまざわ書店　蘇我店

くまざわ書店　津田沼店
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くまざわ書店　馬込沢店

くまざわ書店　柏高島屋店

くまざわ書店　八千代台店

くまざわ書店　幕張店

くまざわ書店　木更津店

ゲーマーズ　津田沼店

コミックとらのあな　千葉店

ジュンク堂書店　南船橋店

ジュンク堂書店　柏モディ店

ときわ書房　イトーヨーカドー船橋店

ブックエース　成田赤坂店

ブックファースト　シャポー市川店

ワンダーグー　鎌ケ谷店

丸善　津田沼店

丸善　舞浜イクスピアリ店

宮脇書店　ユーカリが丘店

宮脇書店　印西牧の原店

三省堂書店　そごう千葉店

三洋堂書店　市原牛久店

文教堂書店　浦安西友店

文教堂書店　下総中山駅店

文教堂書店　小倉台店

幕張　蔦屋書店

未来屋書店　ボンベルタ成田店

未来屋書店　鎌取店

未来屋書店　新浦安店

未来屋書店　銚子店

未来屋書店　幕張新都心店

未来屋書店　木更津店

有隣堂　アトレ新浦安店

良文堂　松戸店

東京都 ＡＫＩＨＡＢＡＲＡゲーマーズ本店

ＢＯＯＫ　ＥＸＰＲＥＳＳ　ディラ大崎

ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳ　サミット王子店

ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＨＩＢＵＹＡ

ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＰＯＴ ＳＨＩＮＪＵＫＵ

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店

ＮＥＴ２１ブックスページワンＩＹ赤羽店

ＳＢ住吉書房　五反野店

ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ

ＴＳＵＴＡＹＡ　亀有店

ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店

ＴＳＵＴＡＹＡ　三鷹北口店

ＴＳＵＴＡＹＡ　自由が丘店

ＴＳＵＴＡＹＡ　大森町駅前店

ＴＳＵＴＡＹＡ　調布駅南口店

ＴＳＵＴＡＹＡ　浜田山店

ＴＳＵＴＡＹＡ　福生店

アニメイトイオンモールむさし村山

アニメイト蒲田店

アニメイト吉祥寺パルコ
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アニメイト錦糸町店

アニメイト秋葉原本館

アニメイト渋谷店

アニメイト新宿店

アニメイト聖蹟桜ヶ丘オーパ

アニメイト池袋本店

アニメイト町田店

アニメイト八王子店

アニメイト立川店

あゆみＢｏｏｋｓ　平和台店

ヴィレッジヴァンガード　高円寺店

ヴィレッジヴァンガード　渋谷本店

オリオン書房　アレア店

オリオン書房　イオンモールむさし村山店

オリオン書房　サザン店

オリオン書房　ノルテ店

オリオン書房　小平店

くまざわ書店　ＩＹ武蔵小金井店

くまざわ書店　イーアス高尾店

くまざわ書店　イトーヨーカドー綾瀬店

くまざわ書店　イトーヨーカドー大森店

くまざわ書店　イトーヨーカドー八王子店

くまざわ書店　エキア北千住

くまざわ書店　エミオ池袋店

くまざわ書店　サンシャインシティアルパ店

くまざわ書店　ダイバーシティ東京プラザ店

くまざわ書店　稲城店

くまざわ書店　永山店

くまざわ書店　京王八王子店

くまざわ書店　京急蒲田店

くまざわ書店　国領店

くまざわ書店　桜ヶ丘店

くまざわ書店　昭島店

くまざわ書店　西新井店

くまざわ書店　西八王子店

くまざわ書店　千住大橋店

くまざわ書店　浅草店

くまざわ書店　船堀店

くまざわ書店　大泉学園店

くまざわ書店　池袋店

くまざわ書店　町田根岸店

くまざわ書店　調布店

くまざわ書店　田園調布店

くまざわ書店　田町店

くまざわ書店　都庁店

くまざわ書店　東京オペラシティ店

くまざわ書店　東京テレポート店

くまざわ書店　東大和店

くまざわ書店　南千住店

くまざわ書店　八王子みなみ野店

くまざわ書店　八王子南口店
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くまざわ書店　品川店

くまざわ書店　武蔵小金井北口店

くまざわ書店　豊洲店

くまざわ書店コミックランドビーワン蒲田店

くまざわ書店コミックランドビーワン錦糸町

くまざわ書店八王子店コミックランドビーワン

ゲーマーズ　町田

ジュンク堂書店　大泉学園店

ジュンク堂書店　池袋本店

スーパーブックス　あおい書店春日店

ツタヤブックストア　ＡＰＩＴ東雲店

ツタヤブックストア　ＥＱＵｉＡ成増店

ツタヤブックストア　ＥＱＵｉＡ池袋店

ブックスルーエ

ブックス王子

ブックファースト　ルミネ町田店

ブックファースト　ルミネ北千住店

ブックファースト　新宿店

ブックファースト　中野店

リブロ　ひばりが丘店

リブロ　浅草店

リブロ　南町田グランベリーパーク店

一弘堂書店

駅前の本屋まこと

丸善　多摩センター店

丸善　有明ガーデン店

喜久屋書店　府中店

紀伊國屋書店　イトーヨーカドー木場店

紀伊國屋書店　国分寺店

紀伊國屋書店　笹塚店

紀伊國屋書店　小田急町田店

紀伊國屋書店　新宿本店コミック売場

久美堂　玉川学園店

久美堂　四丁目店

啓文堂書店　吉祥寺店

啓文堂書店　三鷹店

啓文堂書店　多摩センター店

三省堂書店　池袋本店

三省堂書店　有楽町店

山下書店　世田谷店

書泉グランデ

昭島市　井上昭島店

真光書店　本店

成文堂　国士館店

蔦屋書店　多摩永山店

蔦屋書店　練馬春日町店

椿書房

八重洲ブックセンター　アリオ葛西店

八重洲ブックセンター　ルミネ荻窪店

八重洲ブックセンター　石神井公園店

文教堂書店　あきる野とうきゅう店
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文教堂書店　河辺店

文教堂書店　西葛西店

文教堂書店　西台店

文教堂書店　青戸店

文教堂書店　赤羽店

文教堂書店　中野坂上店

文教堂書店　東陽町駅前店

文教堂書店　南大沢店

芳林堂書店　高田馬場店

未来屋書店　葛西店

未来屋書店　碑文谷店

有隣堂　アトレ恵比寿店

有隣堂　グランデュオ蒲田店

有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店

有隣堂　町田モディ店

神奈川県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店

ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ戸塚店

ＢＯＯＫＳえみたす　大口店

ＫａＢｏＳ　藤沢店

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ新山下

ＴＳＵＴＡＹＡ　横浜みなとみらい店

ＴＳＵＴＡＹＡ　小田原シティモール店

ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ケ峰駅前店

ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店

アニメイトマルイファミリー海老名店

アニメイト横須賀店

アニメイト横浜ビブレ

アニメイト小田原店

アニメイト川崎店

アニメイト藤沢店

アニメイト本厚木店

いけだ書店　新逗子店

くまざわ書店　アピタテラス横浜綱島店

くまざわ書店　さがみ野店

くまざわ書店　さぎ沼店

くまざわ書店　ジョイナステラス二俣川店

くまざわ書店　マークイズみなとみらい店

くまざわ書店　ランドマーク店

くまざわ書店　綾瀬店

くまざわ書店　横須賀店

くまざわ書店　久里浜店

くまざわ書店　湘南台店

くまざわ書店　新横浜店

くまざわ書店　相模原店

くまざわ書店　相模大野店

くまざわ書店　大船店

くまざわ書店　大和鶴間店

くまざわ書店　大和店

くまざわ書店　長津田店

くまざわ書店　辻堂湘南モール店



都道府県 書店名

くまざわ書店　鶴見店

くまざわ書店　能見台店

くまざわ書店　本厚木店

ゲーマーズ　横浜店

サクラ書店　ラスカ平塚店

サクラ書店　高村店

ジュンク堂書店　藤沢店

タイラ書店

ツタヤブックストア　川崎駅前店

ツタヤブックストア　弥生台店

ブックファースト　青葉台店

ブックポート２０３　大和店

リブロ　港北東急ＳＣ店

リブロよむよむ　原当麻駅前店

伊勢原書店　城山店

伊勢原書店　秦野店

伊勢原書店　本店

丸善　ラゾーナ川崎店

丸善　横浜みなとみらい店

紀伊國屋書店　イオンモール座間店

紀伊國屋書店　イトーヨーカドー川崎店

紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店

紀伊國屋書店　横浜店

紀伊國屋書店　西武東戸塚Ｓ．Ｃ．店

紀伊國屋書店　武蔵小杉店

三省堂書店　海老名店

三省堂書店　小田原店

三省堂書店　新横浜店

住吉書房　久里浜店

住吉書房　登戸店

書房すみよし　武蔵中原

湘南　蔦屋書店

中村書店　本店

蔦屋書店　港北ミナモ店

天一書房　瀬谷店

天一書房　日吉店

文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店

文教堂　平塚店

文教堂書店　Ｒ４１２店

文教堂書店　伊勢原店

文教堂書店　溝ノ口駅前店

文教堂書店　溝ノ口本店

文教堂書店　新城駅店

文教堂書店　星ヶ丘店

文教堂書店　中山とうきゅう店

文教堂書店　立場店

未来屋書店　海老名店

未来屋書店　秦野店

未来屋書店　相模原店

有隣堂　アトレ川崎店

有隣堂　センター南駅店



都道府県 書店名

有隣堂　たまプラーザテラス店

有隣堂　ミウィ橋本店

有隣堂　ららぽーと海老名店

有隣堂　横浜駅西口コミック王国

有隣堂　厚木店


