
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　日之出ビルＢ１ 011-200-5655

文教堂新札幌ＤＵＯ店 北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６－２　新さっぽろアークシティデュオ１－４Ｆ 011-801-8111

アニメガ函館昭和店 北海道函館市昭和１－２９－３ 0138-44-7800

アニメガ琴似駅前店 北海道札幌市西区琴似２条１－１－２０ 011-631-8421

青森県 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

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

WonderGOOいわき鹿島店 福島県いわき市鹿島町走熊　字西反町２番 0246-46-0651

ブックエース内郷店 福島県いわき市内郷綴町柴崎４６－１ 0246-26-6991

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 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

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

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

住吉書房五反野店 東京都足立区足立４－５７－１Ｅｋｉｔ１Ｆ 03-3840-6314

住吉書房駒沢大学駅前店 東京都世田谷区上馬３－１８－１１エルフレア駒沢１Ｆ 03-5779-8300

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

福家書店　新宿サブナードコミックストア店 東京都新宿区歌舞伎町１サブナード１号 03-3350-5539

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

アニメガ新宿アルタ店 東京都新宿区新宿３－２４－３新宿アルタ５Ｆ 03-5315-4515

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３－１－３池袋サンシャインシティアルタ１Ｆ 03-6912-7221

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

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

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

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

住吉書房新丸子駅前店 神奈川県川崎市中原区新丸子町７４０ 044-711-8832

住吉書房元住吉本店 神奈川県川崎市中原区木月１－２２－７ 044-433-1313

住吉書房登戸店 神奈川県川崎市多摩区登戸３３９８－１三井生命ビル１Ｆ 044-932-1000

住吉書房宮崎台店 神奈川県川崎市宮前区宮崎２－１２－１ 044-853-2772

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

住吉書房市ヶ尾店 神奈川県横浜市　青葉区市ケ尾町１１５６－１　エトモ市が尾２Ｆ 045-507-9172

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

住吉書房東戸塚店 神奈川県横浜市戸塚区川上町９１－１モレラ東戸塚２Ｆ 045-826-6969

住吉書房久里浜店 神奈川県横須賀市久里浜１－５－１ 046-837-6575

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

福家書店　市川店 千葉県市川市鬼高１－１－１ニッケコルトンプラザ３Ｆ 047-379-0298

山下書店南行徳店 千葉県市川市南行徳１－１６－１アーバンプラザＡ　１Ｆ 047-314-5898

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

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

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

WonderGOOひたち野うしく店 茨城県牛久市ひたち野東５－５－１ 029-870-1321

WonderGOO竜ケ崎店 茨城県竜ケ崎市小柴　１－７ 0297-60-8555

ブックエース下妻店 茨城県下妻市下妻戊１１５－１ 0296-43-7911

ＴＳＵＴＡＹＡＬＡＬＡガーデンつくば 茨城県つくば市小野崎字千駄苅２７８－１ 0298-61-1811

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

WonderGOO古河店 茨城県古河市東牛谷　５０８－１ 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

ブックエース下館店 茨城県筑西市市野辺２２３－１ 0296-23-3150

川又書店エクセル店 茨城県水戸市三谷町１－１ステーションビル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

WonderGOO水戸南店 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡中丸原　３４８１－９７ 029-219-0150

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鹿島店 茨城県神栖市掘割　３－３－２０ 0299-93-9611

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石岡店 茨城県石岡市東石岡１－８－５ 0299-28-0212

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

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

WonderGOO日立田尻店 茨城県日立市田尻町５－１４－２ 0294-43-3669

WonderGOO東海店 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西１丁目１１番１６号 029-283-2040

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

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

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

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

群馬県 WonderGOO富岡店 群馬県富岡市七日市　１７１２－１ 0274-62-5005

平安堂　東和田店 長野県長野市東和田５０５－１ 026-244-4545

平安堂更埴店 長野県千曲市桜堂字西沖３８０－３ 026-274-4480

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

アニメガ松本店 長野県松本市深志１丁目３－１１　コングロＭ 0263-31-8171

三洋堂書店駒ヶ根店 長野県駒ヶ根市赤穂１４６４２番地１ 0265-81-1634

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

天真堂書店　塩山店 山梨県甲州市塩山熊野８８－１ 055-333-1110

石川県 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

富山県 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
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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

戸田書店静岡本店 静岡県静岡市葵区紺屋町１７－１ 054-205-6111

アニメガ静岡１０９店 静岡県静岡市葵区伝馬町６－１ＳＨＩＺＵＯＫＡ１０９・４Ｆ 054-653-6151

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

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

アニメガ名古屋店 愛知県名古屋市中区栄三丁目３番１号丸栄２階 052-263-0023

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

三洋堂書店多治見南店 岐阜県多治見市大畑町赤松９８－１０ 0572-21-3334

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

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アストパワーセンター内 0749-35-4234

アニメガ心斎橋ＯＰＡ店 大阪府大阪市中央区西心斎橋１－４－３心斎橋ＯＰＡ　７Ｆ 06-4708-4337

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

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

アニメガ京都 京都府京都市下京区四条通柳馬場東入エイシンビル１～３Ｆ 075-255-0654

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５９０－２京都ヨドバシ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

岡山県 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

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

福家書店　福岡木の葉モール橋本店 福岡県福岡市西区橋本２－２７－２木の葉モール橋本２Ｆ 092-407-2981

大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ森町店 大分県大分市大字森町１８１－１ 097-503-5720
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