都道府県
滋賀県

京都府

大阪府

書店名
ＴＳＵＴＡＹＡ 甲西店
アニメイトアルプラザ草津店
いけだ書店 長浜店
サンミュージック ＨＢかがやき通り店
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 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 ハイパーブックス八日市
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 近江八幡店
サンミュージック 守山店
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
ジュンク堂書店 滋賀草津店
ツタヤブックストア 近鉄草津
ひらがき エイスクエア店
三洋堂書店 近江八幡店
三洋堂書店 高月店
三洋堂書店 長浜店
三洋堂書店 八日市店
平和書店 アル・プラザ栗東店
平和書店 石部店
未来屋書店 大津京店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ けいはんな店
ＭＡＲＵＺＥＮ 京都本店
ＭＩＹＡＷＡＫＩ ＰＬＡＮＴ 木津川店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶＩＸ 福知山店
ＴＳＵＴＡＹＡ 亀岡店
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
ヴィレッジヴァンガード イオン久御山店
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
ナカヨシ 支店
まるぜん書店 野田川店
宮脇書店 綾部店
宮脇書店 舞鶴店
大垣書店 亀岡店
大垣書店 京都ファミリー店
大垣書店 京都ヨドバシ店
平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡ小倉店
平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡ松ケ崎店
平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク店
未来屋書店 久御山店
未来屋書店 高の原店
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅田店
ＮＥＴ２１清風堂書店 梅田店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫ ＳＴＯＲＥ ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店

都道府県

書店名
ＴＳＵＴＡＹＡ あべの橋店
ＴＳＵＴＡＹＡ 上新田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 深井店
ＴＳＵＴＡＹＡ 長居駅前店
ＴＳＵＴＡＹＡ 天美店
ＴＳＵＴＡＹＡ 八尾老原店
ＴＳＵＴＡＹＡ 府大前店
ＴＳＵＴＡＹＡ 北堀江店
ＴＳＵＴＡＹＡ 牧野高校前店
ＴＳＵＴＡＹＡ 和泉観音寺店
アシーネ 古川橋駅前店
アニメイトリノアス八尾店
アニメイト京橋店
アニメイト高槻店
アニメイト大阪日本橋店
アニメイト天王寺店
アニメイト梅田店
アニメイト布施店
アニメイト枚方店
アミーゴ書店 枚方店
ヴィレッジヴァンガード あべのキューズ
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 茨木ビブレ店
キャップ書店 千林店
くまざわ書店 みのおキューズモール店
くまざわ書店 阿倍野店
くまざわ書店 守口店
くまざわ書店 津久野店
くまざわ書店 天王寺店
くるみ書店
ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店
ジュンク堂書店 松坂屋高槻店
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 天満橋店
ジュンク堂書店 難波店
パルネット ベルマージュ堺店
パルネット 金剛店
パルネット東文堂書店 栂・美木多駅前店
ヒバリヤ書店 コミックランドヒバリヤ
ふたば書房 茨木店
ブックスタジオ 大阪店
ブックファースト なんばウォーク店
ブックファースト 曽根店
ブックファースト 梅田２階店
ホビーアリモト
ヤマダデンキ ＬＡＢＩ１なんば
丸善 セブンパーク天美店
丸善 八尾アリオ店
喜久屋書店 漫画館あべの店
紀伊國屋書店 グランフロント大阪店

都道府県

兵庫県

書店名
紀伊國屋書店 京橋店
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 梅田本店
宮脇書店 泉佐野店
弘鈴堂森田書店
細川書店
修光堂
水嶋書房 くずは駅店
西村書店
大垣書店 イオンモール堺鉄砲町店
大垣書店 高槻店
田村書店 千里中央店
文教堂 住道店
文教堂 中之島フェスティバルプラザ店
文教堂キャップ書店 河内長野店
文教堂書店 淀屋橋店
未来屋書店 茨木店
未来屋書店 喜連瓜破店
未来屋書店 鴻池店
未来屋書店 四條畷店
未来屋書店 新茨木店
未来屋書店 大阪ドームシティ店
未来屋書店 日根野店
ＦＵＴＡＢＡ＋プリコ垂水店
ＮＥＴ２１ブックランドサンクス宝塚ソリオ店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫ ＳＴＯＲＥ パークタウン加古川ミーツテラス
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ尼崎店
ＴＳＵＴＡＹＡ 高砂米田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 阪急伊丹駅前店
ＴＳＵＴＡＹＡ 篠山店
ＴＳＵＴＡＹＡ 太子店
ＴＳＵＴＡＹＡ 姫路広峰店
ＴＳＵＴＡＹＡ 姫路飾磨店
ＷＡＹ書店 ＴＳＵＴＡＹＡ西明石店
アニメイトイオン明石店
アニメイト三宮店
アニメイト川西店
アニメイト姫路店
キャップ書店 立花店
くまざわ書店 あまがさき店
くまざわ書店 コロワ甲子園店
くまざわ書店 加古川店
くまざわ書店 藤原台店
くまざわ書店 明石店
ジュンク堂書店 芦屋店
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 神戸住吉店
ジュンク堂書店 西宮店
ジュンク堂書店 姫路店

都道府県

奈良県

和歌山県

書店名
ジュンク堂書店 舞子店
ジュンク堂書店 明石店
ふたば書房 つかしん店
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 阪急西宮ガーデンズ店
ブックファースト 宝塚店
ブックファースト 六甲店
リブロ 西明石店
喜久屋書店 神戸北町店
喜久屋書店 東急プラザ新長田店
宮脇書店 洲本店
三峰堂
大和堂書店
文学館 伊丹ターミナル店
未来屋書店 ジェームス山店
未来屋書店 伊丹昆陽店
未来屋書店 三田ウッディタウン店
未来屋書店 三木店
未来屋書店 塚口店
未来屋書店 土山店
未来屋書店 東山店
未来屋書店 明石店
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
ＴＳＵＴＡＹＡ アクロスプラザ橿原店
アニメイト奈良店
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
喜久屋書店 大和郡山店
宮脇書店 奈良店
三洋堂書店 桜井店
三洋堂書店 大安寺店
三洋堂書店 平群店
文教堂キャップ書店 王寺店
ＷＡＹ書店 ＴＳＵＴＡＹＡ岩出店
アシーネ 田辺店
アニメイト和歌山店
くまざわ書店 和歌山ＭＩＯ店
宮脇書店 ロイネット和歌山店
本と文具ツモリ 西部店
未来屋書店 和歌山店

