都道府県
岐阜県

静岡県

書店名
ＡＣＡＤＥＭＩＡ 大垣店
ＢＯＯＫＳえみたす アピタ御嵩店
ＴＳＵＴＡＹＡ 多治見インター店
ＴＳＵＴＡＹＡ 大垣店
アニメイト岐阜店
いけだ書店 北方店
カルコス 穂積店
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
こみかるはうす 可児店
ツタヤブックストア カラフルタウン岐阜店
丸善 岐阜店
喜久屋 ピア店
喜久屋書店 大垣店
後藤書店 市橋店
三省堂書店 岐阜店
三洋堂書店 こくふ店
三洋堂書店 せき東店
三洋堂書店 たじみ店
三洋堂書店 みのかも店
三洋堂書店 ルビットタウン中津川店
三洋堂書店 高山店
三洋堂書店 垂井店
三洋堂書店 多治見南店
三洋堂書店 大垣バロー店
三洋堂書店 大野店
三洋堂書店 大和店
三洋堂書店 長良店
三洋堂書店 南濃店
三洋堂書店 穂積店
草叢ＢＯＯＫＳ 各務原店
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 焼津店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 新静岡店
ＴＳＵＴＡＹＡ すみや三島店
ＴＳＵＴＡＹＡ 相良店
ＴＳＵＴＡＹＡ 袋井国本店
ＴＳＵＴＡＹＡ 辻店
ＴＳＵＴＡＹＡ 藤枝瀬戸新屋店
アニメイトイオンモール富士宮店
アニメイトイオン浜松市野店
アニメイト沼津店
アニメイト静岡パルコ
アニメイト浜松店
ヴィレッジヴァンガード 静岡パルコ店
くまざわ書店 三島店
くまざわ書店 沼津店

都道府県

愛知県

書店名
ひまわりＢＯＯＫＳ 御殿場店
ひまわりＢＯＯＫＳ 函南店
マルサン書店 駅北店
宮脇書店 掛川店
宮脇書店 新磐田浅羽店
戸田書店 江尻台店
戸田書店 藤枝東店
戸田書店 富士店
大垣書店 イオンモール富士宮店
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 サンストリート浜北店
谷島屋 パルシェ店
谷島屋 マークイズ静岡店
谷島屋 ららぽーと沼津店
谷島屋 ららぽーと磐田店
谷島屋 三方原店
谷島屋 磐田店
谷島屋 浜松本店
谷島屋 富士宮店
谷島屋 富士店
谷島屋 本沢合店
谷島屋 流通通り店
天竜谷島屋
柏屋書店
本のサガミヤ デュオ店
未来屋書店 焼津店
未来屋書店 浜松市野店
明屋書店 イケヤ高丘店
ＢＯＯＫＳえみたす アピタ安城南店
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 アピタ西尾店
ＢＯＯＫＳえみたす アピタ鳴海店
ＢＯＯＫＳえみたす ピアゴ吉良店
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 ピアゴ八剱店
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 ラスパ太田川店
ＢＯＯＫＳえみたす リーフウォーク稲沢店
ＢＯＯＫＳえみたす 甚目寺店
ＢＯＯＫＳえみたす 長久手店
ＢＯＯＫＳえみたすポートウォークみなと店
ＭＡＲＵＺＥＮ 名古屋本店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ本山店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＦＡＳもとまち店
ＴＳＵＴＡＹＡ イオンタウン弥富店
ＴＳＵＴＡＹＡ ウイングタウン岡崎店
ＴＳＵＴＡＹＡ バロー戸田店

都道府県

書店名
ＴＳＵＴＡＹＡ 岡崎インター店
ＴＳＵＴＡＹＡ 春日井店
ＴＳＵＴＡＹＡ 上小田井店
ＴＳＵＴＡＹＡ 瀬戸共栄通店
ＴＳＵＴＡＹＡ 瀬戸店
ＴＳＵＴＡＹＡ 大曽根店
ＴＳＵＴＡＹＡ 半田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 名古屋駅西店
ＴＳＵＴＡＹＡ 瑠璃光町店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 名古屋大須店
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
アニメイト東岡崎店
アニメイト豊橋店
アニメイト豊田店
アニメイト名古屋パルコ
アニメイト名古屋店
いけだ書店 大口店
いけだ書店 東海通店
ヴィレッジヴァンガード ＭＯＺＯ店
ヴィレッジヴァンガード イオン小牧店
ヴィレッジヴァンガード ロフト名古屋
ヴィレッジヴァンガードエアポートウォーク
カルコス 扶桑店
くまざわ書店 アピタ名古屋北店
くまざわ書店 イーアス春日井店
くまざわ書店 阿久比店
くまざわ書店 一宮店
くまざわ書店 稲沢店
くまざわ書店 岡崎北店
くまざわ書店 刈谷店
くまざわ書店 岩倉店
くまざわ書店 犬山店
くまざわ書店 三河安城店
くまざわ書店 千代田橋店
くまざわ書店 長久手店
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 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 名西店
くまざわ書店 鳴海店
ジュンク堂書店 名古屋栄店
ジュンク堂書店 名古屋店
ちくさ正文館書店 本店
ツタヤブックストア 則武新町店
ボナンザ書房 津島本店
リブレット 金山店
丸善 アスナル金山店

都道府県

三重県

書店名
丸善 アピタ知立店
丸善 イオンタウン千種店
丸善 ヒルズウォーク徳重店
紀伊國屋書店 ｍｏｚｏ ワンダーシティ店
宮脇書店 刈谷店
光書店 ＴＳＵＴＡＹＡ戸田店
光書店 高畑店
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 かぐ山店
三洋堂書店 シャオ西尾店
三洋堂書店 よもぎ店
三洋堂書店 乙川店
三洋堂書店 高浜Ｔぽーと店
三洋堂書店 上前津店
三洋堂書店 清洲店
三洋堂書店 西尾店
三洋堂書店 知立店
三洋堂書店 鳥居松店
三洋堂書店 梅坪店
三洋堂書店 半田店
三洋堂書店 碧南店
星野書店 近鉄パッセ店
草叢ＢＯＯＫＳ 新守山店
南泉堂書店 笠寺店
本のメグリア 三好店
本の王国 高蔵寺店
本の王国 豊川店
未来屋書店 岡崎店
未来屋書店 三好店
未来屋書店 守山店
未来屋書店 常滑店
未来屋書店 新瑞橋店
未来屋書店 東浦店
未来屋書店 豊橋南店
未来屋書店 豊川店
未来屋書店 名西店
未来屋書店 有松店
ＢＯＯＫ ＰＡＲＫ ｍｉｙｏｋｋａ！？ イオンタウン四日市泊店
ＢＯＯＫＳえみたす アピタ鈴鹿店
ＴＳＵＴＡＹＡ ミタス伊勢店
ＴＳＵＴＡＹＡ 伊勢上地店
ＴＳＵＴＡＹＡ 桑名店
ＴＳＵＴＡＹＡ 笹川店
ＴＳＵＴＡＹＡ 四日市店
ＴＳＵＴＡＹＡ 鈴鹿中央通店
ＴＳＵＴＡＹＡ 鈴鹿店
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鈴鹿店

都道府県

書店名
くまざわ書店 松阪店
岡森書店 白鳳店
丸善 四日市店
宮脇書店 イオンモール明和店
宮脇書店 四日市本店
宮脇書店 津ハッピーブックス店
三洋堂書店 桑名店
三洋堂書店 星川店
三洋堂書店 生桑店
三洋堂書店 白塚店
三洋堂書店 富田店
三洋堂書店 北勢店
別所書店 イオン店
本の王国 文化センター前店
未来屋書店 四日市尾平店
未来屋書店 四日市北店
未来屋書店 津南店
未来屋書店 東員店
未来屋書店 日永店

