都道府県
福岡県

書店名
Ａ’ＢＯＯＫ 穂波店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫ ＳＴＯＲＥマークイズ福岡ももち
ＴＳＵＴＡＹＡ コスタ行橋店
ＴＳＵＴＡＹＡ ブックガレージ 福岡志免
ＴＳＵＴＡＹＡ 共立大前店
ＴＳＵＴＡＹＡ 合川店
ＴＳＵＴＡＹＡ 前原店
ＴＳＵＴＡＹＡ 中間店
ＴＳＵＴＡＹＡ 朝日ケ丘店
ＴＳＵＴＡＹＡ 柳川店
ＴＳＵＴＡＹＡ 老司店
ＴＳＵＴＡＹＡＢＯＯＫＳＴＯＲＥ福岡空港
アカデミア サンリブシティ小倉店
アシーネ マリナタウン店
アニメイトイオンモール筑紫野
アニメイト小倉店
アニメイト福岡パルコ店
ヴィレッジヴァンガード イオンモール直方
ヴィレッジヴァンガード 福岡パルコ店
くまざわ書店 サンリブもりつね店
くまざわ書店 ららぽーと福岡店
くまざわ書店 若松店
くまざわ書店 小倉店
くまざわ書店 筑紫野店
くまざわ書店 福岡西新店
ゲーマーズ 小倉店
サンリブ 田川店
ジュンク堂書店 福岡店
ブックセンタークエスト 小倉本店
ブックセンタークエスト 鞘ケ谷店
ブックセンタークエスト 大手町店
ブックセンタークエスト 門司大里店
メトロ書店 千早店
メロンブックス 福岡天神店
丸善 博多店
喜久屋書店 小倉店
紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店
紀伊國屋書店 福岡本店
積文館書店 アクロスモール春日店
積文館書店 大牟田店
白石書店 折尾駅前店
福岡金文堂 ビバモール赤間店
福岡金文堂 ゆめモール筑後店
福岡金文堂 志摩店
福岡金文堂 大橋駅店
未来屋書店 笹丘店
未来屋書店 大牟田店
未来屋書店 直方店
未来屋書店 八幡東店
未来屋書店 福岡伊都店
未来屋書店 福津店

都道府県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

書店名
明屋書店 くりえいと宗像店
明屋書店 伊加利店
明屋書店 行橋行事店
明林堂書店 イオン甘木店
明林堂書店 エーブック直方店
明林堂書店 エーブック飯塚店
明林堂書店 ゆめモール柳川店
明林堂書店 三ヶ森店
六本松 蔦屋書店
ＴＳＵＴＡＹＡ 武雄店
ＴＳＵＴＡＹＡ 兵庫町店
ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店 鹿島店
アニメイトモラージュ佐賀店
くまざわ書店 佐賀店
宮脇書店 佐賀本店
積文館書店 江北店
積文館書店 有田店
明林堂書店 唐津店
明林堂書店 南佐賀店
ＴＳＵＴＡＹＡ ココアドバンス愛野店
ＴＳＵＴＡＹＡ ココアドバンス大村店
ＴＳＵＴＡＹＡ ココアドバンス有家店
ＴＳＵＴＡＹＡ 長崎ＣＯＣＯＷＡＬＫ
ＴＳＵＴＡＹＡ 島原店
ＴＳＵＴＡＹＡ 遊ＩＮＧ時津店
ＴＳＵＴＡＹＡ遊ＩＮＧ 城山店
アニメイト佐世保店
アニメイト長崎店
ヴィレッジヴァンガード させぼ五番街
くまざわ書店 佐世保店
ツタヤ ブックストア させぼ五番街店
紀伊國屋書店 長崎店
明林堂書店 イオン大村店
ＴＳＵＴＡＹＡ 八代松江店
アニメイト熊本店
ヴィレッジヴァンガード イオン錦店
ヴィレッジヴァンガードゆめタウンはません
くまざわ書店 熊本店
ブックスまるぶん イオン天草店
紀伊國屋書店 熊本光の森店
金修堂書店 城山店
蔦屋書店 嘉島
蔦屋書店 熊本三年坂
明林堂書店 イオンタウン荒尾店
明林堂書店 サンピアン店
明林堂書店 ゆめタウン八代店
明林堂書店 長嶺店
明林堂書店 武蔵ケ丘店
ＴＳＵＴＡＹＡ 光吉店
ＴＳＵＴＡＹＡ 森町店
ＴＳＵＴＡＹＡ 中津店

都道府県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

書店名
アニメイト大分店
くまざわ書店 大分店
くまざわ書店 大分明野店
紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店
桜瀬書店
明屋書店 高城店
明屋書店 日田店
明林堂書店 青山店
明林堂書店 大分本店
明林堂書店 日出店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 大塚台店
アニメイト宮崎店
くまざわ書店 延岡ニューシティ店
紀伊國屋書店 アミュプラザみやざき店
田中書店 妻ヶ丘本店
未来屋書店 宮崎店
明林堂書店 延岡店
明林堂書店 佐土原店
明林堂書店 小林店
明林堂書店 神宮店
明林堂書店 都北店
明林堂書店 南宮崎店
ＭＡＲＵＺＥＮ 天文館店
ＴＳＵＴＡＹＡ プラッセ種子島店
ＴＳＵＴＡＹＡ フレスポ国分店
ＴＳＵＴＡＹＡ 伊集院店
ＴＳＵＴＡＹＡ 串木野店
ＴＳＵＴＡＹＡ 出水本町店
ＴＳＵＴＡＹＡ 出水緑町店
ＴＳＵＴＡＹＡ 川内中央店
ＴＳＵＴＡＹＡ 名瀬店
アシーネ 鹿児島店
アニメイト鹿児島店
くまざわ書店 鹿屋店
くまざわ書店 鹿児島中央店
紀伊國屋書店 鹿児島店
金海堂 イオン隼人国分店
山形屋 書籍売場
文泉堂
未来屋書店 鹿児島店
明屋書店 川内店
ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＯＫＩＮＡＷＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ 山内店
ＴＳＵＴＡＹＡ 首里店
ＴＳＵＴＡＹＡ 読谷店
ＴＳＵＴＡＹＡ 泡瀬店
アニメイト那覇国際通り店
ヴィレッジヴァンガード 浦添パルコシティ
くまざわ書店 那覇店
ジュンク堂書店 那覇店
リブロ リウボウブックセンター店

都道府県

書店名
宮脇書店 経塚シティ店
宮脇書店 大山店
宮脇書店 南風原店
球陽堂書房 サンエー八重瀬店
球陽堂書房 マチナト店
球陽堂書房 西原店
球陽堂書房 那覇メインプレイス店
田園書房 つかざん店
田園書房 具志川店
未来屋書店 とよみ店
未来屋書店 沖縄ライカム店

