
都道府県 店舗名 店舗住所 電話番号

ＢＯＯＫＯＦＦ５号札幌宮の沢店 北海道札幌市手稲区西宮の沢五条２－１１－１５ 011-668-2811

駿河屋札幌ノルベサ店 北海道札幌市中央区南３条西５丁目１－１ノルベサ 3Ｆ 011-205-3336

ブックマーケット函館美原店 北海道函館市美原３－５３－４６ 0138-34-6030

ブックオフ函館昭和店 北海道函館市昭和１－２８－１ 0138-44-4119

ＧＥＯ函館鍛治店 北海道函館市鍛治２丁目７番１０号 -

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ苫小牧店 北海道苫小牧市若草町１－７－１４ 0144-31-7500

玉光堂イオンモール旭川駅前店 北海道旭川市宮下通７丁目２番５号イオンモール旭川駅前３階 0166-73-8801

Ｗｅ’ｓイオンモール旭川西店 北海道旭川市緑町２３丁目２１６１－３イオンモール旭川西専門店街　２Ｆ 0166-50-1200

ＧＥＯ旭川神楽店 北海道旭川市神楽四条９丁目３番３４号 -

ＧＥＯ北見南大通店 北海道北見市とん田西町２４８番地２ -

ＴＳＵＴＡＹＡ遠軽 北海道紋別郡遠軽町大通北４－２－８ 0158-42-3466

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ十和田店 青森県十和田市元町東１－６－２３ 0176-21-2525

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯつがる柏店 青森県つがる市上古川幾山３６０－１ 0173-25-3888

岩手県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ奥州水沢店 岩手県奥州市水沢区佐倉河字羽黒田６２－１ 0197-23-7770

秋田県 ブックオフドン・キホーテ秋田店 秋田県秋田市旭北錦町４－５８ 018-883-0140

喜久屋書店　仙台店 宮城県仙台市青葉区中央４－４－１イービーンズ６Ｆ 022-716-2021

ブックオフ仙台泉古内店 宮城県仙台市泉区古内字新坂の上３４－６ 022-772-1861

ブックオフ仙台六丁の目店 宮城県仙台市若林区六丁の目南町２－２ 022-390-4085

白牡丹石巻店 宮城県石巻市茜平４－１０４イオンモール石巻２Ｆ 0225-92-1403

ブックオフ米沢中央店 山形県米沢市中央７－４－１０２ 0238-26-4680

丸井八文字屋 山形県新庄市沖の町１－１５ 0233-23-8533

戸田書店三川店 山形県東田川郡三川町成田新田３８３－３ 0235-68-0015

ＧＥＯ東根中央店 山形県東根市中央３丁目１番２号 -

Ｗｅ’ｓ会津若松店 福島県会津若松市神指町大字南四合字幕内南１５４番地アピタ会津若松店　２Ｆ 0242-36-5445

パティズ＆クローバー　会津若松店 福島県会津若松市神指町南四合字幕内南１５４アピタ会津若松店内１Ｆ 0242-36-5770

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

駿河屋宇都宮店 栃木県宇都宮市馬場通り２－３－１２ 028-612-4890

オリンピア　ＦＫＤ宇都宮インターパーク店 栃木県宇都宮市インターパーク６－１－１ＦＫＤインターパーク店２Ｆ 028-657-0160

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ真岡店 栃木県真岡市大谷新町１８－６ 0285-83-0992

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ大田原店 栃木県大田原市若松町１６５０－１０ 0287-20-0601

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

ＧＥＯ佐野高萩店 栃木県佐野市高萩町４１１番地 -

ブックオフ荒川沖店 茨城県稲敷郡阿見町住吉２－８－７ 029-834-3361

ＧＥＯ牛久中央店 茨城県牛久市中央１丁目１５番地２ -

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

バンダレコードイオンモールつくば店 茨城県つくば市稲岡６６－１イオンモールつくば３Ｆ 029-896-6231

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

ＧＥＯ三和店 茨城県古河市諸川１２２４番地 -

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ古河店 茨城県古河市小堤字新割１９００－１ 0280-97-1675

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ境ＦｉＳＳ店 茨城県猿島郡境町１１５６－１ 0280-81-1622

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

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ下館店 茨城県筑西市菅谷字石堀１５１３ 0296-22-2420

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ水戸笠原店 茨城県水戸市笠原町４７７－２ 029-305-5551

ＢＯＯＫＯＦＦ水戸姫子店 茨城県水戸市姫子２－７６９－４ 029-257-1111

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ那珂店 茨城県那珂市菅谷２４３１－１ 029-295-9050

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたちなか店 茨城県ひたちなか市大字中根３３２５－１０ 029-275-1651

ブックエースＴＳＵＴＡＹＡ　勝田東石川店 茨城県ひたちなか市東石川３６１４番地の１ 029-354-8811

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ千代田店 茨城県かすみがうら市下稲吉２６３３－１９ 029-834-7110

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ日立中央店 茨城県日立市鮎川町１－３－３ 0294-28-5130

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

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ常陸大宮店 茨城県常陸大宮市石沢梶内１８０２ 0295-54-0311

北海道

青森県

宮城県

山形県

茨城県

栃木県

福島県



都道府県 店舗名 店舗住所 電話番号

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ高崎店 群馬県高崎市緑町４丁目９－１ 027-363-5701

タイムクリップ倉賀野店 群馬県高崎市倉賀野町５５５－１ 027-346-6997

ブックオフ１７号前橋リリカ店 群馬県前橋市国領町２－１４－１　前橋リリカ３Ｆ 027-210-3703

ＧＥＯ連取店 群馬県伊勢崎市連取町３２８１番地８ -

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ伊勢崎店 群馬県伊勢崎市韮塚町１１８５－１ 0270-30-8411

ＧＥＯ太田宝町店 群馬県太田市宝町８８４番地 -

ＧＥＯ内ヶ島店 群馬県太田市内ケ島町８０１番地１ -

ＧＥＯ館林店 群馬県館林市富士見町１２番６０号 -

文真堂書店小桑原店 群馬県館林市小桑原町９４９－１ 0276-75-3618

ＧＥＯ藤岡店 群馬県藤岡市藤岡８９２番地１ -

タイムクリップ大間々店 群馬県みどり市大間々町大間々９－１ 0277-73-0808

ＧＥＯ新里店 群馬県桐生市新里町新川１１６３番地１ -

ＧＥＯ笠懸店 群馬県みどり市笠懸町阿左美１４３番地 -

ブックオフ大宮ステラタウン店 埼玉県さいたま市北区宮原町１－８５３－１ステラタウン３街区北側別館２Ｆ 048-669-6702

古本市場川口伊刈店 埼玉県川口市芝東町２０－１５ 048-262-8886

古本市場草加店 埼玉県草加市栄町３－９－４１ 048-935-8633

古本市場幸手店 埼玉県幸手市東５－３－２ 0480-43-3444

ＧＥＯフレスポ八潮店 埼玉県八潮市大瀬１丁目１番地３ -

タワーレコードイオンレイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン３－１－１　イオンレイクタウンｍｏｒｉ３Ｆ 048-990-1191

ホビーゾーンレイクタウン店 埼玉県越谷市レイクタウン３－１－１　イオンレイクタウンｍｏｒｉ３Ｆ 048-940-0465

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ越谷店 埼玉県越谷市七左町２－１４４ 048-961-5544

古本市場春日部緑町店 埼玉県春日部市緑町５－７－２５ 048-739-1080

古本市場ふる１川越クレアモール店 埼玉県川越市脇田町１２－４ 049-227-4360

古本市場朝霞店 埼玉県朝霞市幸町３－６－１２ 048-469-5721

古本市場志木店 埼玉県志木市柏町５－１２－１８ 048-474-3719

古本市場　三芳店 埼玉県入間郡三芳町竹間沢３５３－１ 049-274-6880

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ入間店 埼玉県入間市上藤沢３８７－２ 04-2901-0896

ＧＥＯ新行田店 埼玉県行田市行田１２０番１号 -

ＧＥＯ上尾中妻店 埼玉県上尾市中妻５丁目８番地１ -

古本市場桶川店 埼玉県桶川市西２－８－４４ 048-778-1366

古本市場深谷店 埼玉県深谷市上柴町東５－１４－３ 048-551-6935

ＧＥＯ大沼店 埼玉県深谷市西大沼３３２番地１ -

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ本庄店 埼玉県本庄市寿３－４－２２ 0495-71-5935

ブックオフ１７号鴻巣吹上店 埼玉県鴻巣市新宿２－１９３ 048-547-3352

タワーレコードアリオモール蘇我店 千葉県千葉市中央区川崎町５２番地７アリオモール２Ｆ 043-208-2031

バンダレコード　イオンマリンピア店 千葉県千葉市美浜区高洲３－１３－１イオンマリンピア４Ｆ 未定

ホビーゾーン幕張新都心店 千葉県千葉市美浜区豊砂１－１イオンモール幕張新都心グランドモール３Ｆ 043-307-5760

ＧＥＯ稲毛店 千葉県千葉市稲毛区山王町３３６番地２ -

古本市場松戸店 千葉県松戸市八ヶ崎１－３１－２ 047-702-1231

バンダレコード　テラスモール松戸店 千葉県松戸市八ヶ崎２－８－１テラスモール松戸３Ｆ 047-710-5095

古本市場市川鬼高店 千葉県市川市鬼高３－３２－１２ 047-300-8711

ミュージックショップＢＩＧ　船橋店 千葉県船橋市山手１－１－８イオンモール船橋　２Ｆ 047-401-3433

バンダレコード　イトーヨーカドー八千代店 千葉県八千代市村上南１－３－１イトーヨーカドー八千代店３Ｆ 未定

古本市場柏豊四季店 千葉県柏市豊四季２８２－７ 04-7141-7620

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ東金店 千葉県東金市田間２２２ 0475-54-7461

成田ＨＵＭＡＸシネマズ 千葉県成田市ウイング土屋８０番ヒューマックスパビリオン成田２Ｆ 0476-20-2375

ブックオフ成田イオンモール店 千葉県成田市ウィング土屋２４イオンモール成田１Ｆ 0476-20-3191

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ富里店 千葉県富里市七栄１００５番地５ 0476-37-4490

ＧＥＯ富里店 千葉県富里市七栄５７５番地 -

ＧＥＯ銚子清川町店 千葉県銚子市清川町４丁目１０８２番地 -

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ八街店 千葉県八街市文違字文違野３０１－１１５ 043-440-7114

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

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ旭店 千葉県旭市二字五郎作５８８８－１ 0479-60-3140

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ茂原店 千葉県茂原市木崎２２７２ 0475-20-1738

群馬県

埼玉県

千葉県



都道府県 店舗名 店舗住所 電話番号

ＴＢＳストア　東京駅店 東京都千代田区丸の内１－９－１　東京駅一番街Ｂ１階Ｃストリート 03-6273-8216

あみあみ秋葉原ラジオ会館店 東京都千代田区外神田１－１５－１６秋葉原ラジオ会館４階 03-6260-9100

壽屋　秋葉原店 東京都千代田区外神田１－８－８ 03-5298-6300

駿河屋秋葉原アニメホビー館 東京都千代田区外神田４－５－１ＫＨＫビル 03-3255-2115

駿河屋秋葉原駅前店 東京都千代田区外神田一丁目１５－１５山本無線ビル１Ｆ 03-3254-7385

駿河屋秋葉原本館 東京都千代田区外神田３丁目１１番３号 03-6634-0989

ＡＫＩＢＡ　ＩＮＦＯ．×ＴＯＫＹＯ　ＡＴＯＭ 東京都千代田区外神田４－１４－１　秋葉原ＵＤＸビル２Ｆ　ＴＯＫＹＯ　ＡＴＯＭ 03-5297-7470

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

バンダレコード　イトーヨーカドー赤羽店 東京都北区赤羽西１－７－１イトーヨーカドー赤羽店６Ｆ 03-5948-8658

ＢＯＯＫＯＦＦ綾瀬駅前店 東京都足立区綾瀬３－２－８シティプレイスアヤセ２Ｆ 03-5673-5858

古本市場保木間店 東京都足立区保木間２－３２－１３ 03-3859-7011

古本市場竹の塚店 東京都足立区東伊興１－１６－９ 03-3855-2202

タワーレコードアリオ亀有店 東京都葛飾区亀有３－４９－３アリオ亀有アリオモール１Ｆ 03-3604-9021

古本市場西大島駅前店 東京都江東区大島３－１－６ 03-5836-7058

アニメガ二子玉川店 東京都世田谷区玉川２－２１－１二子玉川ライズ・ショッピングセンター　タウンフロント６Ｆ 03-5797-5168

駿河屋新宿マルイアネックス店 東京都新宿区新宿３丁目１－２６新宿マルイアネックス５階 03-6380-0015

ブックオフ新宿駅西口店 東京都新宿区西新宿１－１０－２１１０ビル４～６Ｆ 03-5909-4721

芳林堂書店高田馬場店 東京都新宿区高田馬場１－２６－５ＦＩビル３Ｆ 03-3208-0241

タワーレコード池袋店 東京都豊島区東池袋１－５０－３５池袋Ｐ’パルコ５Ｆ・６Ｆ 03-3983-2010

駿河屋池袋キャラクター館 東京都豊島区東池袋１－３０－１２城北自動車会館地下１階 03-5956-0551

アニメガ池袋サンシャインアルタ店 東京都豊島区東池袋３ー１－３サンシャインアルタ１Ｆ 03-6912-7221

古本市場光が丘店 東京都練馬区田柄３－３０－８ 03-5241-0386

プラサカプコン吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１０－１いなりやビルＢ１Ｆ 0422-23-5201

ＭＥＧＡドンキホーテ　武蔵小金井駅前店 東京都小金井市本町５－１１－２ 042-385-3810

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ドン・キホーテＢ１Ｆ 042-385-2351

ブックオフ立川駅北口店 東京都立川市曙町２－７－１７　６Ｆ 042-540-5802

ドンキホーテ八王子駅前店 東京都八王子市中町１－３ 042-646-3810

駿河屋マルイシティ横浜店 神奈川県横浜市西区高島２丁目１９－１２ 045-534-3212

住吉書房新杉田店 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１－１らびすた新杉田２Ｆ 045-778-6785

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店橋本店 神奈川県相模原市緑区大山町１－２２アリオ橋本店１Ｆ 042-700-7020

天真堂書店　甲府国母店 山梨県甲府市大里町５０００アクロスプラザ国母内 055-244-2266

ミュージックショップＢＩＧ　甲府昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１５０５－１イオンモール甲府昭和２Ｆ 055-244-2202

Ｗｅ’ｓ長岡店 新潟県長岡市千秋２丁目２７８番地リバーサイド千秋　２Ｆ 0258-25-8899

Ｔ・ジョイ長岡 新潟県長岡市千秋２－１０８７－１千秋通り２Ｆ 0258-21-3190

八幡屋本店 長野県上田市天神１－８－１ 0268-22-1185

平安堂　伊那店 長野県伊那市福島２３４－１伊那福島ショッピングパーク 0265-96-7755

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

ブックマーケット上飯野店 富山県富山市上飯野３０－２ 076-452-0443

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

おもちゃのバンビ本郷店 富山県富山市本郷新１６－８ 076-421-9011

ブックマーケット高岡店 富山県高岡市野村１６５８－１ 0766-28-1125

文苑堂書店清水町店 富山県高岡市泉町６８５－７ 0766-26-2245

ＧＥＯ新輪島店 石川県輪島市宅田町４８字１番地 -

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

福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店 福井県福井市高柳３丁目２２０３ 0776-52-7211

バンダレコード三島店 静岡県三島市中田町９－３０日清プラザ３Ｆ 055-928-5885

谷島屋　富士宮店 静岡県富士宮市宮北町７１ 0544-22-8020

駿河屋　静岡本店 静岡県静岡市葵区紺屋町８－１ＪＡＤＥ紺屋町ビル 054-251-1770

ブックマーケットエーツー南瀬名店 静岡県静岡市葵区南瀬名町２－５ 054-262-8929

駿河屋　馬渕店 静岡県静岡市駿河区馬渕２－３－５ 054-203-6022

エーツー藤枝店 静岡県藤枝市緑町１－６－５ 054-647-1200

イケヤプレ葉ウォーク浜北店 静岡県浜松市浜北区貴布祢１２００プレ葉ウォーク浜北２Ｆ 053-584-5200

ＧＥＯ掛川大池店 静岡県掛川市大池６５２番地 -

タワーレコードららぽーと磐田店 静岡県磐田市高見丘１２００番地三井ショッピングパークららぽーと磐田２Ｆ 0538-59-0361

東京都

富山県

長野県

新潟県

山梨県

神奈川県

石川県

静岡県



都道府県 店舗名 店舗住所 電話番号

ＴＳＵＴＡＹＡ岡崎インター店 愛知県岡崎市洞町字的場１５－１ 0564-24-9884

ＴＳＵＴＡＹＡウイングタウン岡崎店 愛知県岡崎市羽根町字小豆坂３番地ウイングタウン 0564-72-5080

キャラカプ岡崎 愛知県岡崎市戸崎町字外山３８－５イオンモ－ル岡崎シネコン棟３Ｆ 0564-72-6233

ＴＳＵＴＡＹＡ岡崎大樹寺店 愛知県岡崎市鴨田町広元２７０ 0564-24-5610

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

ハンズゲートショップ 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－２ 052-856-1090

星野書店近鉄パッセ店 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－２近鉄パッセ８階 052-581-4796

コミカルハウス名古屋駅店 愛知県名古屋市中村区名駅４丁目８－１４三井ビル北館Ｂ１Ｆ 052-561-5877

ＴＳＵＴＡＹＡバロー戸田店 愛知県名古屋市中川区戸田明正２丁目１１０番地 052-439-2370

バンダレコード名古屋茶屋店 愛知県名古屋市港区西茶屋２－１１イオンモール名古屋茶屋３Ｆ 052-398-6076

タワーレコード大高店 愛知県名古屋市緑区大高町字奥平子１－１　イオン大高ショッピングセンター３Ｆ 052-629-3771

三洋堂書店上前津店 愛知県名古屋市中区大須３－１０－１６ 052-251-8334

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

三洋堂書店梅坪店 愛知県豊田市東梅坪町１－６０ 0565-35-2334

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

三洋堂書店大田川店 愛知県東海市大田町畑間７番１ 0562-39-3934

ＴＳＵＴＡＹＡ春日井店 愛知県春日井市美濃町２丁目３番地 0568-35-5900

ＴＳＵＴＡＹＡ瀬戸店 愛知県瀬戸市西本地町２丁目２２２番地１ 0561-97-3655

ビデオ・イン・アメリカ一宮本店 愛知県一宮市妙興寺１－２－８ 0586-47-5505

コミカルハウス関店 岐阜県関市倉知５１６番地サンシティーマーゴ２Ｆ 0575-21-0247

王の洞窟　岐南本店 岐阜県羽島郡岐南町徳田西１丁目２７ 058-214-2335

ＧＥＯ高山昭和店 岐阜県高山市昭和町１丁目１２３番地１ -

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

ブック・スクウェアＢＳ菰野店 三重県三重郡菰野町宿野３５７ 059-391-2788

ＴＳＵＴＡＹＡ鈴鹿中央通店 三重県鈴鹿市算所町字山之相４１７－１ 059-373-4860

ブック・スクウェアＢＳララパーク店 三重県伊勢市小木町５３８番地 0596-36-6361

ＴＳＵＴＡＹＡミタス伊勢店 三重県伊勢市船江１丁目１０－２１ 0596-20-6630

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

古本市場上野店 三重県伊賀市平野城北町１４５ 0595-21-8630

滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ甲西店 滋賀県湖南市吉永３５５－５ 0748-72-6800

信長書店　四条河原町店 京都府京都市下京区寺町通綾小路下る中之町５７１番地 075-361-6600

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

大垣書店ビブレ店 京都府京都市北区小山上総町４９－１北大路ビブレ４Ｆ 075-491-5500

古本市場桃山店 京都府京都市伏見区桃山町山ノ下４８－２７ 075-612-8623

ビデオ１観月橋店 京都府京都市伏見区豊後橋町７６０ 075-605-5733

古本市場京都太秦店 京都府京都市右京区太秦安井柳通町１９－１ 075-823-3701

大垣書店亀岡店 京都府亀岡市篠町野条上又１１－１アルプラザ亀岡３Ｆ 0771-23-8038

玉光堂イオンモール奈良登美ヶ丘店 奈良県生駒市鹿畑町３０２７番イオンモール奈良登美ヶ丘３Ｆ 0743-85-7305

三洋堂書店香芝店 奈良県香芝市別所１２３－１ 0745-71-2234

ミュージックショップＢＩＧ　大和郡山店 奈良県大和郡山市下三橋町７４１－３１８イオンモール大和郡山　３Ｆ 0743-58-5517

愛知県

京都府

三重県

岐阜県

奈良県



都道府県 店舗名 店舗住所 電話番号

東急ハンズ梅田店 大阪府大阪市北区梅田３－１－１　大丸梅田店内１０Ｆパーティ＆バラエティフロア 06-6347-7188

古本市場コレクターズ都島店 大阪府大阪市都島区友淵町２丁目１１－１７ 06-6924-7677

古本市場緑橋店 大阪府大阪市東成区東今里２丁目１－４ 06-6978-7520

古本市場鶴見店 大阪府大阪市鶴見区鶴見５－１１－１７ 06-6915-0066

古本市場生野店 大阪府大阪市生野区巽東１－６－２７ 06-6752-5658

くまざわ書店阿倍野店 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１ヴィアあべのウォークＢ１Ｆ 06-6644-3910

古本市場東住吉店 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田１丁目２８－６ 06-4700-4774

とれじゃらす２号店 大阪府大阪市浪速区日本橋４丁目１４－１ 06-6634-5512

Ｇｕｆ日本橋店 大阪府大阪市浪速区日本橋４－１０－５マトウビル１Ｆ 06-6630-7521

駿河屋オタロードアニメ・ホビー館 大阪府大阪市浪速区日本橋３－８－１８平田ビル２・３Ｆ 06-6645-0801

古本市場北加賀屋店 大阪府大阪市西成区南津守７丁目４番２４号 06-4398-3135

古本市場庄内店 大阪府豊中市庄内東町３－１－４１グローバルハイツ豊中１Ｆ 06-6336-3765

古本市場箕面店 大阪府箕面市半町４－３－４０ 072-721-0795

古本市場千里丘店 大阪府摂津市千里丘５－７－３ 06-6369-5505

古本市場南茨木店 大阪府茨木市高浜町１－４０ 072-638-0022

古本市場高槻春日町店 大阪府高槻市春日町１５－１７ 072-670-3006

古本市場くずは店 大阪府枚方市船橋本町２－５６ 072-866-3855

水嶋書房くずはモール店 大阪府枚方市楠葉花園町１５－１－３３３ＫＵＺＵＨＡ　ＭＡＬＬ３Ｆ 072-857-2528

古本市場菱江店 大阪府東大阪市稲葉１－４－１６ 072-960-3261

古本市場松原店 大阪府松原市田井城１－１５８－１８ 072-331-5091

古本市場　羽曳野店 大阪府羽曳野市野々上３－５１－１ 072-931-2025

ミュージックショップＢＩＧ　りんくう泉南店 大阪府泉南市りんくう南浜３－１２イオンモールりんくう泉南　３Ｆ 072-493-8807

古本市場中百舌鳥店 大阪府堺市北区長曽根町３０７９番地２ 072-253-0959

古本市場深井店 大阪府堺市中区深井沢町３１２０ 072-270-3336

古本市場泉大津店 大阪府泉大津市北豊中町２－１７－３６ 0725-31-0340

ＯＳシネマズ神戸ハーバーランド 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－７－２　神戸ハーバーランドＵｍｉｅサウスモール５階 078-360-3823

古本市場コレクターズ藤原台店 兵庫県神戸市北区藤原台中町１－４－１ステップガーデン藤原台Ａ棟２階 078-987-0567

古本市場西神戸店 兵庫県神戸市西区枝吉５－１６３－１ 078-921-4770

古本市場灘店 兵庫県神戸市灘区友田町５丁目２番１号 078-843-7455

古本市場尼崎店 兵庫県尼崎市下坂部３－１－７０ 06-6493-6001

古本市場宝塚店 兵庫県宝塚市安倉北２－５－３３ 0797-85-6075

古本市場川西店 兵庫県川西市火打２－９－２１ 072-758-6661

古本市場三田店 兵庫県三田市けやき台１－７ 079-559-6051

古本市場魚住店 兵庫県明石市魚住町錦が丘１－１１－１ 078-946-6322

古本市場野口店 兵庫県加古川市野口町長砂８６０ 079-454-5377

古本市場加古川別府店 兵庫県加古川市別府町緑町１番 079-437-3121

パルネット小野店 兵庫県小野市王子町８８８－１ 0794-63-8619

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

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

古本市場京山店 岡山県岡山市北区谷万成１－１０－２１ 086-255-0313

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

ドン・キホーテ岡山駅前店 岡山県岡山市北区本町６－３０　第一セントラルビル　２号館３階レジ 086-235-1811

古本市場中仙道店 岡山県岡山市北区北長瀬表町２－１３－１０ 086-805-1056

ブックメイト津山インター店 岡山県津山市河辺１１５８－９ 0868-21-0210

喜久屋書店倉敷店 岡山県倉敷市水江１番地イオンモール倉敷２Ｆ 086-430-5450

ブックメイト老松店 岡山県倉敷市老松町５－１－１３ 086-430-6655

古本市場堀南店 岡山県倉敷市堀南７０３－１ 086-434-9696

ブックメイト川口店 広島県福山市東川口町５丁目１６－１９ 084-982-9400

啓文社コア神辺店 広島県福山市神辺町川北１５３３フレスポ神辺モール内 084-962-3939

古本市場春日店 広島県福山市春日町１－３－２０ 084-945-1201

古本市場曙店 広島県福山市曙町５－２２－４６ 084-957-8112

ブックオフ広島大手町店 広島県広島市中区大手町２－７－６ 082-543-6216

ビデオレンタル　レプトン五日市店 広島県広島市佐伯区五日市中央２丁目８－１５ 082-921-5606

大阪府

広島県

岡山県

兵庫県



都道府県 店舗名 店舗住所 電話番号

山口県 明屋書店　小郡店 山口県山口市小郡下郷７８５番地１ 083-972-6456

アニメガ高松店 香川県高松市常磐町１丁目３ー１瓦町ＦＲＡＧ３Ｆ 087-813-1319

ホビーゾーン高松店 香川県高松市香西本町１－１イオンモール高松２Ｆ 087-881-1158

ホビーゾーン綾川店 香川県綾歌郡綾川町萱原８２２－１イオンモール綾川２Ｆ 087-876-3806

ホビーゾーン丸亀店 香川県丸亀市新田町１５０ゆめタウン丸亀３Ｆ 0877-43-2570

南海ブックス 徳島県徳島市寺島本町西１－６１－４ 088-626-6368

ミュージックショップＢＩＧ　徳島店 徳島県徳島市南末広町４－１イオンモール徳島　３Ｆ 088-676-2040

愛媛県 ホビーゾーンイオンモール今治新都市店 愛媛県今治市にぎわい広場１－１イオンモール今治新都市２Ｆ 0898-55-8124

ＴＳＵＴＡＹＡ中万々店 高知県高知市中万々８０９ 088-875-0320

ＴＳＵＴＡＹＡ高岡店 高知県土佐市高岡町甲４３３－１ 088-852-2900

ＧＥＯ北九州葛原店 福岡県北九州市小倉南区葛原東２丁目１番１号 -

駿河屋小倉あるあるＣｉｔｙ店 福岡県北九州市小倉北区浅野２丁目１４番５号あるあるＣｉｔｙ２階 093-551-1426

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

駿河屋福岡天神中洲店 福岡県福岡市中央区天神１－１１－１天神ビブレ８Ｆ 092-791-6022

ＧＥＯ福岡土井店 福岡県福岡市東区土井１丁目１４番１０号 -

ＧＥＯ福津店 福岡県福津市宮司２丁目１番１０号 -

ＭＥＧＡドン・キホーテ飯塚店 福岡県飯塚市椿１１０－１ 0948-21-9711

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

明屋書店　伊加利店 福岡県田川市大字伊加利２０１１ 0947-45-5625

マンガ倉庫久留米店 福岡県久留米市東合川６－１－１５ 0942-41-4744

ＴＳＵＴＡＹＡ遊ＩＮＧ浜町店 長崎県長崎市浜町２－３５ 0958-25-6766

ＧＥＯ福江店 長崎県五島市篭淵町２３５７番地１ -

大分県 マンガ倉庫　大分わさだ店 大分県大分市大字田尻８５－１ 097-541-7788

蔦屋書店　熊本三年坂店 熊本県熊本市中央区安政町１－２　３階ゲーム・玩具売場 096-206-9940

Ｂｏｏｋｓあんとく　山鹿店 熊本県山鹿市山鹿字黒田７２１－２ 0968-43-6166

蔦屋書店　嘉島店 熊本県上益城郡嘉島町上島長池２２３２ 096-235-2211

Ｂｏｏｋｓあんとく　荒尾店 熊本県荒尾市荒尾上川後田４１６０－２ 0968-66-2668

蔦屋書店　宮崎高千穂通り店 宮崎県宮崎市橘通東４－８－１ 0985-61-6711

マンガ倉庫　加納店 宮崎県宮崎市清武町加納乙２４７－１ 0985-65-6835

マンガ倉庫　都城店 宮崎県都城市吉尾町８４０ 0986-47-1066

ブックスミスミオプシア 鹿児島県鹿児島市宇宿２－３－５ 099-813-7012

マンガ倉庫　鹿児島店 鹿児島県鹿児島市小松原１－６－７ 099-299-1122

ＴＳＵＴＡＹＡ指宿店 鹿児島県指宿市西方１７２２－１ 0993-23-5566

ＴＳＵＴＡＹＡ川内中央店 鹿児島県薩摩川内市向田町１０６０－７ 0996-22-0133

クッキー明屋書店　川内店 鹿児島県薩摩川内市中郷２－１－３ 0996-22-2700

ＴＳＵＴＡＹＡ出水本町店 鹿児島県出水市本町４－４７ 0996-62-2880

金海堂　出水店 鹿児島県出水市向江町３５－１５ 0996-62-7801

金海堂イオン隼人国分店 鹿児島県霧島市隼人町見次１２２９イオン隼人国分店２Ｆ 0995-44-8187

ＧＥＯ　ＡＢＬＯうるま店 沖縄県うるま市字豊原３９６番地１　２Ｆ -

ＧＥＯ名護びいまた店 沖縄県名護市大北５丁目２２番１８号 -

福岡県

高知県

徳島県

香川県

沖縄県

鹿児島県

宮崎県

熊本県

長崎県


