
都道府県 店舗名 住所 電話番号
アニメガ札幌大通駅店 北海道札幌市中央区南1条西4丁目 日之出ﾋﾞﾙB1 011-200-5655

アニメガ札幌パルコ店 北海道札幌市中央区南一条西3丁目3番地 6F 011-211-1278

TSUTAYA恵庭店 北海道恵庭市大町2丁目1-1楽天王国恵庭店内 0123-32-7555

TSUTAYA旭川神居店 北海道旭川市神居2条10丁目1ｰ6 0166-60-1011

蔦屋書店　木野店 北海道河東郡音更町木野大通西12丁目 0155-31-8835

岡書帯広イーストモール店 北海道帯広市東4条南16丁目6番地 0155-28-3728

秋田県 ミライア本荘店 秋田県由利本荘市東梵天257 0184-27-1367

ブックエース上荒川店 福島県いわき市平上荒川島田5 0246-46-0678

ブックエース小名浜店 福島県いわき市小名浜住吉字花木内1-1 0246-58-8870

ブックエース植田店 福島県いわき市東田町2-10-6 0246-63-7331

宮城県 ブックセンター湘南佐沼店 宮城県登米市中田町石森字加賀野3-3-4 0220-34-7010

とらのあな　秋葉原店Ａ 東京都千代田区外神田4-3-1秋葉原西口ﾋﾞﾙ 0800-100-4315

とらのあな　秋葉原店Ｃ 東京都千代田区外神田3-13-8東京角田ﾋﾞﾙ3F･4F 0800-100-4315

AKIHABARAゲーマーズ本店 東京都千代田区外神田1-14-7宝田ﾋﾞﾙ 03-5298-8720

くまざわ書店浅草店 東京都台東区花川戸1-4-1浅草EKIMISE6F 03-3845-7241

スーパーブックス竹ノ塚駅前店 東京都足立区竹ﾉ塚6-9-1 03-5831-0401

廣文館イトーヨーカドー曳舟店 東京都墨田区京島1-2-1ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ曳舟店内4F 03-3611-4101

アニメガ新宿マルイアネックス店 東京都新宿区新宿3-1-26新宿ﾏﾙｲｱﾈｯｸｽ7F 03-5312-6171

とらのあな　池袋店Ａ 東京都豊島区東池袋1-1-2高村ﾋﾞﾙ 6F 0800-100-4315

芳林堂書店コミックプラザ 東京都豊島区西池袋1-18-2藤久ﾋﾞﾙ西1号館B1 03-3984-0018

くまざわ書店武蔵小金井北口店 東京都小金井市本町5-11-2MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃB1F 042-385-2351

ブックスタマ東村山店 東京都東村山市野口町1-46ﾜﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ2F 042-390-2531

未来屋書店　日の出店 東京都西多摩郡日の出町大字平井237番地3ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出1F 042-597-6255

アニメガ町田店 東京都町田市原町田6-6-14町田ｼﾞｮﾙﾅ地下2F 042-851-7272

ゲーマーズ町田店 東京都町田市原町田4-5-8町田ﾚｶﾞﾛﾋﾞﾙ2F 042-709-6255

天一書房綱島店 神奈川県横浜市港北区綱島西1-6-19 045-543-0100

ツタヤ鶴ヶ峰駅前店 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-82-1ｺｺﾛｯﾄ鶴ヶ峰内2F 045-370-3020

三省堂書店　海老名店 神奈川県海老名市中央1-1-1ViNAWALK1番館4F 046-234-7161

ブックポート２０３緑園店 神奈川県横浜市泉区緑園4-2-17 045-811-5151

ときわ書房本八幡スクエア店 千葉県市川市八幡3-4-101 047-711-1374

三洋堂書店東習志野店 千葉県習志野市東習志野6-7-8 047-473-4134

ときわ書房anan八千代台店 千葉県八千代市八千代台北1-1-1ｱﾋﾟｱﾋﾞﾙ4F 047-481-5570

ブックエース　成田赤坂店 千葉県成田市赤坂3-4-1 0476-29-6650

WonderGOO成東店 千葉県山武市成東 486-1 0475-77-8612

未来屋書店　木更津店 千葉県木更津市築地1番4ｲｵﾝﾓｰﾙ木更津2F 0438-30-6207

WonderGOO守谷店 茨城県守谷市松ヶ丘 6-6-4 0297-21-1081

ブックエース下妻店 茨城県下妻市下妻戊115-1 0296-43-7911

WonderGOOつくば店 茨城県つくば市研究学園 A65地区1 029-860-8260

ブックエース坂東店 茨城県坂東市辺田1104-1ﾖｰｸﾀｳﾝ坂東 0297-47-5180

ブックエース結城店 茨城県結城市結城7720 0296-33-7711

川又書店エクセル店 茨城県水戸市三谷町1-1ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ5F 029-231-1073

ブックエース茨大前店 茨城県水戸市袴塚3-10-32 029-224-6391

ブックエース見和店 茨城県水戸市見和1-317-2 029-231-6400

三洋堂書店石岡店 茨城県石岡市東光台3丁目1-8 0299-28-2334

ブックエース日立鮎川店 茨城県日立市鮎川町5-1-1 0294-28-5300

ハートブックス若草本店 栃木県大田原市若草1-721 0287-22-2036

WonderGOO新足利店 栃木県足利市朝倉町255-1 0284-73-7750

ハートブックスTSUTAYA400号西那須野店 栃木県那須塩原市太夫塚6-232-8 0287-37-4646

ブックエース春日部１６号線店 埼玉県春日部市小渕153-1 048-752-8776

ACADEMIA　菖蒲店 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲2F 0480-87-1781

TSUTAYAみはら店 埼玉県朝霞市三原5-11-16 048-466-5856

芳林堂書店所沢駅ビル店 埼玉県所沢市日吉町1-11所沢ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ2階 04-2925-5355

群馬県 くまざわ書店伊勢崎店 群馬県伊勢崎市西小保方町368SMARK伊勢崎2F 0270-70-5510
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平安堂　長野店 長野県長野市南千歳1丁目1-1 ながの東急百貨店別館ｼｪﾙｼｪ2~3F 026-224-4545

TSUTAYA東松本店 長野県松本市元町1-2-1 0263-34-9500

TSUTAYA松本庄内店 長野県松本市出川1-1-3 0263-24-3818

平安堂　塩尻店 長野県塩尻市広丘高出字上村1616 0263-54-3211

天真堂書店　甲府国母店 山梨県甲府市大里町5000ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ国母内 055-244-2266

天真堂書店　塩山店 山梨県甲州市塩山熊野88-1 055-333-1110

戸田書店山梨中央店 山梨県中央市下河東 3053-1ｲｵﾝﾀｳﾝ山梨中央SC内 055-278-6811

未来屋書店　金沢フォーラス店 石川県金沢市堀川新町3-1金沢ﾌｫｰﾗｽ5F 076-224-8030

BOOKSなかだイオンかほく店 石川県かほく市内日角ﾀ25番ｲｵﾝﾓｰﾙかほく 1階 076-289-0671

BOOKSなかだファボーレ店 富山県富山市婦中町下轡田165-1ﾌｧﾎﾞｰﾚ内 076-466-1888

BOOKSなかだ掛尾本店コミックラボ 富山県富山市掛尾町180-1 076-492-1217

新潟県 戸田書店長岡店 新潟県長岡市堺町33-1 0258-22-5911

戸田書店沼津店 静岡県沼津市原東中1538-1 055-968-0880

戸田書店御殿場店 静岡県御殿場市新橋1909-5 0550-83-0880

谷島屋　富士宮店 静岡県富士宮市宮北町71 0544-22-8020

戸田書店函南店 静岡県田方郡函南町仁田70-1 055-978-7770

谷島屋　新流通店 静岡県静岡市葵区千代田7-10-33 054-262-2321

戸田書店静岡本店 静岡県静岡市葵区紺屋町17-1 054-205-6111

谷島屋　浜松本店 静岡県浜松市中区砂山町6-1ﾒｲﾜﾝ8F 053-457-4165

谷島屋　サンストリート浜北店 静岡県浜松市浜北区平口2861ｻﾝｽﾄﾘｰﾄ浜北1F 053-584-3025

TSUTAYA浜松中央店 静岡県浜松市東区上西町906 053-411-7780

TSUTAYA袋井国本店 静岡県袋井市国本2543-1 0538-44-6100

谷島屋　ららぽーと磐田店 静岡県磐田市高見丘1200ららぽｰと磐田1F 0538-59-0358

精文館書店　本店コミック館 愛知県豊橋市松葉町1-15FACE豊橋3F 0532-54-2345

三洋堂書店豊川店 愛知県豊川市馬場町宮脇166 0533-83-0334

三洋堂書店高浜店 愛知県高浜市沢渡町1丁目2番地9 0566-52-1534

三洋堂書店西尾店 愛知県西尾市今川町字馬捨場31番地 0563-53-8434

三洋堂書店清洲店 愛知県清須市西市場5丁目5番地1 052-401-3634

とらのあな　名古屋店 愛知県名古屋市中村区椿町22-2名駅中駒ﾋﾞﾙ 0800-100-4315

三洋堂書店当知店 愛知県名古屋市港区当知1丁目301番地 052-389-3334

ゲーマーズ名古屋店 愛知県名古屋市中区大須3-30-40万松寺ﾋﾞﾙ1F 052-269-0211

三洋堂書店よもぎ店 愛知県名古屋市名東区よもぎ台1-703 052-777-2134

三洋堂書店新開橋店 愛知県名古屋市瑞穂区新開町18番地22 052-871-3934

三洋堂書店塩釜店 愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目1501番地 052-834-5834

三洋堂書店香久山店 愛知県日進市岩崎台1丁目1222番地 0561-72-5134

三洋堂書店本新店 愛知県豊田市本新町8-56-2 0565-32-2334

三洋堂書店梅坪店 愛知県豊田市東梅坪町1-60 0565-35-2334

三洋堂書店知立店 愛知県知立市東上重原6丁目2番地1 0566-82-8234

三洋堂書店乙川店 愛知県半田市乙川内山町31番地 0569-32-3234

三洋堂書店半田店 愛知県半田市宮本町6丁目202番地11 0569-26-3334

三洋堂書店大田川店 愛知県東海市大田町畑間7番1 0562-39-3934

三洋堂書店江南店 愛知県江南市古知野町宮前194 0587-51-0034

三洋堂書店小牧東店 愛知県小牧市応時2丁目215 0568-71-8634

三洋堂書店鳥居松店 愛知県春日井市鳥居松町3丁目79番地 0568-82-1934

三洋堂書店市橋店 岐阜県岐阜市市橋2丁目7番1号 058-277-8534

三洋堂書店穂積店 岐阜県瑞穂市馬場上光町3丁目1 058-327-3234

三洋堂書店新関店 岐阜県関市小瀬字東長池2660 0575-24-6034

三洋堂書店垂井店 岐阜県不破郡垂井町綾戸483番地 0584-24-2234

三洋堂書店各務原店 岐阜県各務原市蘇原花園町3丁目52番地 058-380-3134

三洋堂書店みのかも店 岐阜県美濃加茂市山手町1丁目91 0574-25-7934

三洋堂書店中津川店 岐阜県中津川市西宮町5番23号 0573-66-7734

三洋堂書店下恵土店 岐阜県可児市下恵土広瀬5895 0574-63-5834

三洋堂書店土岐店 岐阜県土岐市肥田浅野梅ﾉ木町1丁目40番地 0572-55-8434

三洋堂書店瑞浪中央店 岐阜県瑞浪市益見町3丁目107番地 0572-66-5534

三洋堂書店新恵那店 岐阜県恵那市長島町正家932番地の1 0573-25-8934
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三洋堂書店富田店 三重県四日市市茂福680番地 059-364-1634

未来屋書店　東員店 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510番地1ｲｵﾝﾓｰﾙ東員2F 0594-86-1781

三洋堂書店桑名店 三重県桑名市大字東方字福島前764番地 0594-27-7734

三洋堂書店生桑店 三重県四日市市生桑町字榎下201ｰ2 059-330-0934

未来屋書店　鈴鹿店 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2ｲｵﾝﾓｰﾙ鈴鹿ﾍﾞﾙｼﾃｨ2F 059-375-0617

三洋堂書店白塚店 三重県津市白塚町字鎌田3925-1 059-236-1434

三洋堂書店名張店 三重県名張市蔵持町原出1764番地 0595-62-1134

滋賀県 三洋堂書店豊郷店 滋賀県犬上郡豊郷町沢250-1ｱｽﾄﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ内 0749-35-4234

ジュンク堂書店大阪本店 大阪府大阪市北区堂島1-6-20堂島ｱﾊﾞﾝｻﾞ 06-4799-1090

とらのあな　なんば店Ａ 大阪府大阪市浪速区日本橋3-8-16安田ﾋﾞﾙ2F 0800-100-4315

ゲーマーズなんば店 大阪府大阪市浪速区日本橋3-8-16 06-6630-0404

大垣書店高槻店 大阪府高槻市芥川町1-2C-115号 072-684-8700

大垣書店京都ヨドバシ店 京都府京都市下京区烏丸通七条下ﾙ東塩小路町590-2京都ﾖﾄﾞﾊﾞｼ6F 075-371-1700

大垣書店イオンモール京都桂川店 京都府京都市南区久世高田町376 075-925-1717

大垣書店イオンモールKYOTO店 京都府京都市南区西九条鳥居口町1ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTOKaede館2F 075-692-3331

三洋堂書店大安寺店 奈良県奈良市南京終町2丁目285番地 0742-64-6434

三洋堂書店橿原神宮店 奈良県橿原市石川町3番地2 0744-27-5734

三洋堂書店香芝店 奈良県香芝市別所123-1 0745-71-2234

ツタヤ阪急伊丹駅前店 兵庫県伊丹市中央1-1-1伊丹ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾃﾞﾊﾟｰﾄB1F 072-785-1722

TSUTAYAフレスポ赤穂店 兵庫県赤穂市中広2-8 0791-46-1515

鳥取県 今井書店　湖山メディア館 鳥取県鳥取市湖山町東4-82 0857-38-9221

今井書店グループセンター店 島根県松江市田和山町88 0852-20-8811

今井書店　出雲店 島根県出雲市高岡町1237-1 0853-22-8181

TSUTAYA大安寺店 岡山県岡山市北区野殿西町329-1 086-253-1717

TSUTAYA津島モール店 岡山県岡山市北区津島南1丁目2-7TSUSHIMA MALL 2F 086-251-9292

廣文館アリオ倉敷店 岡山県倉敷市寿町12-2ｱﾘｵ倉敷 2F 086-425-6661

廣文館福山駅ビル店 広島県福山市三之丸町30-1ｻﾝｽﾃｰｼｮﾝﾃﾗｽ内1F 084-923-9434

廣文館金座街本店 広島県広島市中区本通1-11 082-249-1611

廣文館広島駅ビル店 広島県広島市南区松原町2-37広島ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙASSE5F 082-506-1002

高知県 金高堂書店土佐山田店 高知県香美市土佐山田町旭町2-1-1 0887-57-6111

愛媛県 明屋書店　川之江店 愛媛県四国中央市妻鳥町1662番地1 0896-58-8787

未来屋書店　黒崎店 福岡県北九州市八幡西区西曲里町3-1ｲｵﾝﾀｳﾝ黒崎2F 093-644-0210

アニメガ天神ロフト店 福岡県福岡市中央区渡辺通4-9-25天神ﾛﾌﾄ7F 092-791-3357

未来屋書店　福津店 福岡県福津市日蒔野6丁目16番地の1ｲｵﾝﾓｰﾙ福津1F 0940-38-5052

ゲーマーズ博多店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1 博多ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ7Fﾅﾑｺﾜﾝﾀﾞｰﾊﾟｰｸ博多内 092-434-6868

エーブック穂波店 福岡県飯塚市枝国長浦666-48ｲｵﾝ穂波店 1F 0948-21-4800

福岡金文堂　行橋店 福岡県行橋市西宮市3-8-1ゆめﾀｳﾝ行橋2F 0930-26-7722

積文館書店八女店 福岡県八女市大島182-1 0943-22-5115

メトロ書店　本店 長崎県長崎市尾上町1-1ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ長崎3F 095-821-5400

TSUTAYA遊ING浜町店 長崎県長崎市浜町2−35 095-825-6766

TSUTAYA遊ING時津店 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷302-1 095-860-2511

熊本県 蔦屋書店　熊本三年坂店 熊本県熊本市中央区安政町1-23階ｹﾞｰﾑ･玩具売場 096-212-9888

三重県

広島県

福岡県

長崎県

大阪府

京都府

奈良県

兵庫県

島根県

岡山県


