
「転生したらスライムだった件」トレーディング缶バッジ取り扱い店舗
都道府県 店舗名 住所 電話番号

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

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

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

アニメガ仙台ロフト店 宮城県仙台市青葉区中央１－１０－１０仙台ロフト店７Ｆ 022-796-7762

とらのあな　仙台店 宮城県仙台市青葉区中央１－９－１新東北ビル７F 0800-1004-315

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

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

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

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ鹿島店 茨城県神栖市掘割３－３－２０ 0299-93-9611

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

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

アニメガ水戸店 茨城県水戸市宮町１－２－４丸井水戸店９Ｆ 029-302-8073

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

ハートブックスＴＳＵＴＡＹＡ黒磯店 栃木県那須塩原市下厚崎２６４－５ 0287-62-1616

ハートブックスＴＳＵＴＡＹＡ　４００号西那須野店栃木県那須塩原市太夫塚６－２３２－８ 0287-37-4646

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３６８ スマーク伊勢崎 0270-70-5510

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

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モラージュ菖蒲２Ｆ 0480-87-1781

アニメガ熊谷ニットーモール店 埼玉県熊谷市銀座２－２４５ニットーモール４Ｆ 048-520-2031

紀伊國屋書店　さいたま新都心店 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２コクーン新都心１Ｆ 048-600-0830

オリオン書房　所沢店 埼玉県所沢市くすのき台１－１４－５ 04-2991-5511

ＴＳＵＴＡＹＡ高麗川店 埼玉県日高市鹿山３０４－１ 0429-85-7955

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

ＴＳＵＴＡＹＡ夏見台店 千葉県船橋市夏見台５－１６－１ 047-430-6711

くまざわ書店四街道店 千葉県四街道市中央5番地イトーヨーカドー四街道店 043-304-9311

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イトーヨーカドー曳舟店内４Ｆ 03-3611-4101

書泉ブックタワー 東京都千代田区神田佐久間町１－１１－１ 03-5296-0051

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

メロンブックス秋葉原1号店 東京都千代田区外神田１丁目１０ー５ 廣瀬本社ビル 03-5295-7060

ラムタラＭＥＤＩＡ　ＷＯＲＬＤ　ＡＫＩＢＡ 東京都千代田区外神田１－１５－２ミオス本館ビル 03-5207-5656

とらのあな　池袋店A 東京都豊島区東池袋１－１－２高村ビル６階 0800-1004-315

くまざわ書店小金井店 東京都小金井市本町６丁目１４−９イトーヨーカドー 武蔵小金井店 042-382-5020

とらのあな　立川店 東京都立川市錦町１－１－２３　４Ｆ 0800-1004-315

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

アニメガ南大沢店 東京都八王子市南大沢２－２８－１ガレリア・ユギ５Ｆ 042-679-8190

アニメガ京王八王子店 東京都八王子市明神町３－２７－１京王八王子ＳＣ　９Ｆ 042-656-7148

ブックスタマ福生店 東京都福生市福生１０７６ 042-552-8141

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

アニメガ武蔵境駅前店 東京都武蔵野市境南町２－２－３ 0422-39-3105

ＴＳＵＴＡＹＡ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

ブックスオオトリ金沢シーサイド店 神奈川県横浜市金沢区並木２－１３－１ジャスコ金沢シーサイド店２Ｆ 045-780-0430

紀伊國屋書店　横浜みなとみらい店 神奈川県横浜市中区桜木町１－１－７コレットマーレ　みなとみらい５Ｆ 045-640-3081

有隣堂　横浜駅西口　コミック王国 神奈川横浜市西区南幸１－４－Ｂ１Ｆ 045-311-6265

戸田書店長岡店 新潟県長岡市堺町３３－１ 0258-22-5911

本の店　英進堂 新潟県新潟市秋葉区程島１８７６ 025-024-1187

戸田書店新潟南店 新潟県新潟市中央区姥ケ山７６－１ 025-257-1911

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

うつのみや金沢工大前店 石川県野々市市扇が丘１６２ 076-227-0999

天真堂書店　塩山店 山梨県甲州市塩山熊野８８－１ 055-333-1110

朗月堂書店　本店 山梨県甲府市貢川本町１３－６ 055-228-7356

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

平安堂飯田店 長野県飯田市鼎名古熊６６０－１ 0265-24-4545

平安堂座光寺店 長野県飯田市座光寺３７１５ 0265-23-4646

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

ＴＳＵＴＡＹＡ箕輪店 長野県上伊那郡箕輪町三日町９３３－１ 0265-98-8118

平安堂更埴店 長野県千曲市桜堂字西沖３８０－３ 026-274-4480

平安堂若槻店 長野県長野市稲田１－１４－２１ 026-243-4545

アニメガ松本店 長野県松本市深志１丁目３－１１ 0263-31-8171

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

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

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

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

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

三洋堂書店長良店 岐阜県岐阜市福光西２丁目５番１６号 058-294-3734

三洋堂書店新関店 岐阜県関市小瀬字東長池２６６０ 0575-24-6034

三洋堂書店せき東店 岐阜県関市東新町６丁目３２８－１ 0575-21-5734

三洋堂書店高山バロー店 岐阜県高山市岡本町３丁目１８番地２バローＳＣ内 0577-35-3234

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

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

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

三洋堂書店磐田店 静岡県磐田市西貝塚３６９０番地イオンタウン磐田ＳＣ内 0538-21-2234

戸田書店リブレ掛川西郷店 静岡県掛川市上西郷５０８－１ 0537-62-6777

戸田書店御殿場店 静岡県御殿場市新橋１９０９－５ 0550-83-0880

戸田書店静岡本店 静岡県静岡市葵区紺屋町１７－１ 054-205-6111

とらのあな　静岡店 静岡県静岡市葵区紺屋町１－６　３階 0800-1004-315

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

戸田書店沼津店 静岡県沼津市原東中１５３８－１ 055-968-0880

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　イオンモール浜松志都呂店 静岡県浜松市西区志都呂町２－３７－１イオンモール浜松志都呂店３Ｆ 053-415-1341

谷島屋　松岡店 静岡県富士市松岡６５４－１ 0545-60-1150
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都道府県 店舗名 住所 電話番号
くまざわ書店一宮店 愛知県一宮市両郷町一丁目2番地テラスウォーク一宮 0568-82-1934

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 0586-23-3950

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

三洋堂書店豊川店 愛知県豊川市馬場町宮脇１６６ 0533-83-0334

三洋堂書店梅坪店 愛知県豊田市東梅坪町１－６０ 0565-35-2334

三洋堂書店本新店 愛知県豊田市本新町８－５６－２ 0565-32-2334

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

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

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

WonderGOO名古屋大須店 愛知県名古屋市中区大須３－１１－３４ 052-388-6002

三洋堂書店中野橋店 愛知県名古屋市中川区福船町１丁目１番地１ 052-365-8834

とらのあな　名古屋店 愛知県名古屋市中村区椿町２２－２名駅中駒ビル 0800-1004315

メロンブックス名古屋店 愛知県名古屋市中村区椿町２１ー２ 第2太閤ビル 052-453-2877

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

三洋堂書店砂田橋店 愛知県名古屋市東区砂田橋１丁目１番地１０号 052-725-3034

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

こみかるはうす藤ヶ丘店 愛知県名古屋市名東区明が丘５１シャトー藤ヶ丘１Ｆ 052-768-6350

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

未来屋書店　三好店 愛知県みよし市三好町青木８８番地アイ・モール２Ｆ 0561-33-3164

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

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

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　松阪学園前店 三重県松阪市駅部田町１０７０－１ 0598-25-2501

三洋堂書店富田店 三重県四日市市茂福６８０番地 059-364-1634

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

三洋堂書店八日市店 滋賀県東近江市東中野町４番２３号 0748-20-1334

ハイパーブックス彦根店 滋賀県彦根市戸賀町１４５－２ 0749-23-8047

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

とらのあな　京都店 京都府京都市中京区永楽町２２８京都永楽町プライムビル１Ｆ・２Ｆ 0800-1004-315

とらのあな　梅田店 大阪府大阪市北区曽根崎２－１０－１５曽根崎センタービル３Ｆ 0800-1004-315

アニメガ梅田ロフト店 大阪府大阪市北区茶屋町１６－７梅田ロフト７Ｆ　文教堂ＪＯＹ内 06-4256-6114

ジュンク堂書店大阪本店 大阪府大阪市北区堂島１－６－２０堂島アバンザ 06-4799-1090

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

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安田ビル２階 0800-1004-315

メロンブックス大阪日本橋店 大阪府大阪市浪速区日本橋西１ー1ー3 アニメイトビル 06-6643-8588

パルネットベルマージュ堺店 大阪府堺市堺区田出井町１ベルマージュ堺２Ｆ 072-226-7670

兵庫県 とらのあな　三宮店 兵庫県神戸市中央区三宮町２－１１－１センタープラザ西館３Ｆ 0800-1004-315

三洋堂書店香芝店 奈良県香芝市別所１２３－１ 0745-71-2234

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

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　御所店 奈良県御所市元町９７ 0745-65-0691

和歌山県 ブックアベニュー紀州屋 和歌山県和歌山市延時１４７番１３ 073-452-1300

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

本の学校　メディア館 鳥取県米子市新開２－４－１ 0859-31-5002

今井書店　錦町店 鳥取県米子市錦町３丁目９０ 0859-37-6700

島根県 ブックセンターコスモ出雲店 島根県出雲市渡橋町７２４－１ 0853-20-2600

岡山県 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

とらのあな　広島店 広島県広島市中区紙屋町１－１－１東和ビル３・４Ｆ　 0800-1004-315

廣文館金座街本店 広島県広島市中区本通１－１１ 082-249-1611

フタバ図書　ＧＩＧＡ広島駅前店 広島県広島市南区松原町２－２２　３Ｆ 082-568-4772

フタバ図書　アルティ福山本店 広島県福山市明神町１－１４－２０　２Ｆ 084-973-8783

山口県 フタバ図書フレスタモール岩国店 山口県岩国市室の木町１－２－３８ 0827-30-0300

愛媛県 明屋書店　内子店 愛媛県喜多郡内子町内子１１６３ 0893-43-1011

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

とらのあな　福岡店 福岡県福岡市中央区天神３－２－２２ 河村天神荘ビル３Ｆ 0800-1004-315

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

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１－２・３階ゲーム・玩具売場 096-212-9888

鳥取県

広島県

福岡県

大阪府

奈良県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府


