
北海道

書店様名 郵便番号 ご住所

蔦屋書店　木野店 080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西１２－１－１０

くまざわ書店　中標津店 086-1146 北海道標津郡中標津町南町３－１０ 東武サウスヒルズ 1F

文教堂書店　湯ノ川店 042-0932 北海道函館市湯川町１－３４－１５コープ湯川店２Ｆ

紀伊國屋書店　厚別店 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央二条５－７－２サンピアザ３Ｆ

江別　蔦屋書店 067-0005 北海道江別市牧場町１４－１

スーパーブックス　札幌弘栄堂書店アピア店 060-0005 北海道札幌市中央区北五条西３丁目札幌駅南口広場地下街

文教堂　札幌大通駅店 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西４日之出ビルＢ１Ｆ・Ｂ２Ｆ

未来屋書店　桑園店 060-0008 北海道札幌市中央区北八条西１４－２８イオン札幌桑園店２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌琴似店 063-0814 北海道札幌市西区琴似四条１－１－１コルテナⅠ１Ｆ

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　札幌店 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西１－８－２高桑ビルＢ２～４Ｆ

紀伊國屋書店　小樽店 047-0032 北海道小樽市稲穂２－２２－８駅前第一ビル２Ｆ

青森県

書店様名 郵便番号 ご住所

成田本店　サンロード店 030-8533 青森県青森市緑３－９－２サンロード青森１Ｆ

未来屋書店　八戸店 031-8585 青森県八戸市江陽２－１４－１ラピア３Ｆ

岩手県

書店様名 郵便番号 ご住所

ＴＳＵＴＡＹＡ　一関中央店 021-0007 岩手県一関市上日照２－３

ＢＯＯＫＳこなり 027-0038 岩手県宮古市小山田２－２－１マリンコープＤＯＲＡ内

蔦屋書店　盛岡店 020-0866 岩手県盛岡市本宮４－４０－２０

ブックスアメリカン　北上店 024-0072 岩手県北上市北鬼柳３２－４２アメリカンワールド内

ジュンク堂書店　盛岡店 020-0022 岩手県盛岡市大通２－８－１４ＭＯＳＳビル３Ｆ・４Ｆ

宮城県

書店様名 郵便番号 ご住所

未来屋書店　名取店 981-1294 宮城県名取市杜せきのした５－３－１イオンモール名取３Ｆ

宮脇書店　柴田店 989-1611 宮城県柴田郡柴田町上名生新大原１９４－１イオンタウン柴田ショッピングセンター内

喜久屋書店　仙台店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央４－１－１イービーンズ６Ｆ

ブックＴＯＷＮ　角田店 981-1505 宮城県角田市角田幸町６２

紀伊國屋書店　仙台店 982-0011 宮城県仙台市太白区長町７－２０－３ザ・モール仙台長町３Ｆ

アニメイト　仙台 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央４－１－１仙台駅前イービーンズ７Ｆ

秋田県

書店様名 郵便番号 ご住所

ブックスモア　大館店 017-0046 秋田県大館市清水５－２－４１

福島県

書店様名 郵便番号 ご住所

岩瀬書店　富久山店プラスゲオ 963-8051 福島県郡山市富久山町八山田字大森新田３６－１

ヤマニ書房　ラトブ店 970-8026 福島県いわき市平字田町１２０ラトブ３Ｆ

岩瀬書店　八木田店プラスゲオ 960-8164 福島県福島市八木田字並柳１６３－１

茨城県

書店様名 郵便番号 ご住所

ＴＳＵＴＡＹＡ　神立店 300-0016 茨城県土浦市中神立町１８－２

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店 300-0726 茨城県稲敷市西代２８６８－１

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店 310-0852 茨城県水戸市笠原町４７７－２

アニメイト　イオンモール土浦 300-0811 茨城県土浦市上高津３６７イオンモール土浦３Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋宮中店 314-0031 茨城県鹿嶋市宮中東山２８９－１

『成田くんを攻めたい！』1巻　特典小冊子配布店舗一覧



栃木県

書店様名 郵便番号 ご住所

ＴＳＵＴＡＹＡ　小山ロブレ店 323-0023 栃木県小山市中央町３－７－１ロブレ小山２Ｆ

くまざわ書店　アピタ宇都宮店 321-0101 栃木県宇都宮市江曽島本町２２－７アピタ宇都宮店２Ｆ

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店 326-0823 栃木県足利市朝倉町２５５－２

群馬県

書店様名 郵便番号 ご住所

くまざわ書店　高崎店 370-0849 群馬県高崎市八島町２２２高崎駅東口２Ｆ

喜久屋書店　太田店 373-0808 群馬県太田市石原町８１イオンモール太田２Ｆ

埼玉県

書店様名 郵便番号 ご住所

文教堂書店　川口駅店 332-0015 埼玉県川口市川口１－１－１ＣＵＰＯ・ＬＡ３Ｆ

アニメイト　イオンレイクタウン 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン３－１－１イオンレイクタウンｍｏｒｉ　３Ｆ

ブックファースト　ルミネ川越店 350-1123 埼玉県川越市脇田本町３９－１９ルミネ川越店４Ｆ

ほんのいえ　宮脇書店　越谷店 343-0022 埼玉県越谷市東大沢５－５－８

紀伊國屋書店　浦和パルコ店 330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町１１－１浦和パルコ５Ｆ

三省堂書店　大宮店 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－６－２そごう大宮店８Ｆ

ｙｃｖｏｘ　ワカバウォーク店 350-2201 埼玉県鶴ヶ島市富士見１－２－１ワカバウォーク２Ｆ

ジュンク堂書店　大宮高島屋店 330-8511 埼玉県さいたま市大宮区大門町１－３２大宮高島屋７Ｆ

アニメイト　所沢 359-1116 埼玉県所沢市東町５－２２旧イオン所沢店４Ｆ

蔦屋書店　フォレオ菖蒲店 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００６－１

丸善　桶川店 363-0022 埼玉県桶川市若宮１－５－２桶川マイン３Ｆ

リブロ　ららぽーと富士見店 354-8560 埼玉県富士見市山室１－１３１３ららぽーと富士見１Ｆ　１２６０

金子書店　八潮店 340-0833 埼玉県八潮市西袋１３３５

東京旭屋書店　新越谷店 343-0845 埼玉県越谷市南越谷１－１１－４ＶＡＲＩＥ３Ｆ

千葉県

書店様名 郵便番号 ご住所

ブックエキスプレス　ペリエ西船橋店 273-0031 千葉県船橋市西船４－２７－７ＪＲ西船橋駅ペリエ西船橋内３Ｆ

丸善　津田沼店 275-0026 千葉県習志野市谷津７－７－１Ｌｏｈａｒｕ津田沼Ｂ棟２Ｆ・３Ｆ

Ｂｏｏｋ＋サンモール旭店 289-2511 千葉県旭市イ２６７６－１ショッピングセンターサンモール２Ｆ

紀伊國屋書店　流山おおたかの森店 270-0121 千葉県流山市おおたかの森南１－５－１流山おおたかの森Ｓ・Ｃ２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン館山店 294-0047 千葉県館山市八幡５４５－１

紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店 277-0922 千葉県柏市大島田１－６－１セブンパークアリオ柏２Ｆ

くまざわ書店　モラージュ柏店 277-0837 千葉県柏市大山台２－３－１モラージュ柏２　２Ｆ

ときわ書房　本八幡店 272-0021 千葉県市川市八幡２－１５－１０パティオビル５Ｆ

ジュンク堂書店　柏モディ店 277-0005 千葉県柏市柏１－２－２６柏モディ５Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　浦安さくら通り店 279-0041 千葉県浦安市堀江１－３５－１７岩田ビル

ＴＳＵＴＡＹＡ　夏見台店 273-0866 千葉県船橋市夏見台５－１６－１

未来屋書店　成田店 286-0029 千葉県成田市ウイング土屋２４イオンモール成田２Ｆ

三省堂書店　カルチャーステーション千葉店 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２－３－１塚本大千葉ビル４Ｆ

東京都

書店様名 郵便番号 ご住所

くまざわ書店　池袋店 171-0021 東京都豊島区西池袋１－１１－１ルミネ池袋６Ｆ

ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 150-0042 東京都渋谷区宇田川町２１－６

有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店 101-0028 東京都千代田区神田花岡町１－１ヨドバシＡＫＩＢＡ７Ｆ

ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合１－４６－１ココリア多摩センター５Ｆ

リブロ南砂町ＳＵＮＡＭＯ店 136-0075 東京都江東区新砂３－４－３１　南砂町ショッピングセンターＳＵＮＡＭＯ３Ｆ

ジュンク堂書店　吉祥寺店 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１１－５コピス吉祥寺Ｂ館６Ｆ・７Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　福生店 197-0022 東京都福生市本町３６－１

啓文堂書店　吉祥寺店 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１－２５キラリナ京王吉祥寺７Ｆ

書泉グランデ 101-0051 東京都千代田区神田神保町１－３－２

紀伊國屋書店　小田急町田店 194-8550 東京都町田市原町田６－１２－２０小田急百貨店町田店８Ｆ

ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＨＩＢＵＹＡ 150-0041 東京都渋谷区神南１－２１－３渋谷ｍｏｄｉ５Ｆ・６Ｆ・７Ｆ

ＮＥＴ２１井上昭島店 196-0003 東京都昭島市松原町１－３－１



ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　渋谷店 150-8019 東京都渋谷区道玄坂２－２４－１東急百貨店本店７Ｆ

ＢＯＯＫＳキデイランド　亀有店 125-0061 東京都葛飾区亀有３－４９－３アリオ亀有アリオモール２Ｆ

八重洲ブックセンター　石神井公園店 177-0041 東京都練馬区石神井町２－１４－１石神井公園ピアレス１Ｆ

アニメイト　立川 190-0023 東京都立川市柴崎町　２－３－１ＡＳＡＭＩビル３Ｆ・４Ｆ

紀伊國屋書店　国分寺店 185-0021 東京都国分寺市南町３－２０－３ＣＥＬＥＯ国分寺８Ｆ

書泉芳林堂書店　高田馬場店 169-0075 東京都新宿区高田馬場１－２６－５ＦＩビル３・４Ｆ

ジュンク堂書店　立川高島屋店 190-8507 東京都立川市曙町２－３９－３立川高島屋Ｓ．Ｃ．６Ｆ

文教堂書店　あきる野とうきゅう店 197-0804 東京都あきる野市秋川１－１７－１あきる野とうきゅう４Ｆ

紀伊國屋書店　イトーヨーカドー木場店 135-0042 東京都江東区木場１－５－３０イトーヨーカドー木場店２Ｆ

喜久屋書店　府中店 183-0023 東京都府中市宮町１－４１－２ＭｉｔｔｅＮ府中７Ｆ

くまざわ書店　桜ヶ丘店 206-0011 東京都多摩市関戸１－１１－１聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターＡ館７Ｆ

久美堂　玉川学園店 194-0041 東京都町田市玉川学園２－２１－９Ｏｄａｋｙｕ　ＯＸ２Ｆ

くまざわ書店コミックランドビーワン蒲田店 144-0052 東京都大田区蒲田５－１３－１グランデュオ蒲田東館６Ｆ

博文堂書店　田無店 188-0011 東京都西東京市田無町４－２８－１７田無マーブルビル１Ｆ

アニメイト　町田店 194-0013 東京都町田市原町田４－１１－１４コロンブスビル１・２Ｆ

アニメイト　吉祥寺パルコ 180-8520 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－５－１吉祥寺ＰＡＲＣＯ７Ｆ

アニメイト　新宿 160-0022 東京都新宿区新宿５丁目１６－４ マルイ メン 7F

スーパーブックス　住吉書房　五反野店 120-0015 東京都足立区足立４－５７－１

福家書店　新宿サブナード店 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１サブナード１号

代官山　蔦屋書店 150-0033 東京都渋谷区猿楽町１７－５

啓文堂書店　多摩センター店 206-0033 東京都多摩市落合１－１０－１京王多摩センター駅構内

オリオン書房　ルミネ立川店 190-0012 東京都立川市曙町２－１－１ルミネ立川店８Ｆ

丸善　丸の内本店 100-8203 東京都千代田区丸の内１－６－４丸の内ＯＡＺＯ内

ジュンク堂書店　池袋本店 171-0022 東京都豊島区南池袋２－１５－５

ブックファースト　新宿店 160-0023 東京都新宿区西新宿１－７－３モード学園コクーンタワーＢ１Ｆ

くまざわ書店　エミオ池袋店 171-0022 東京都豊島区南池袋１－２８－１エミオ池袋Ｂ１Ｆ

東京旭屋書店　池袋店 171-0021 東京都豊島区西池袋１－１－２５東武百貨店池袋店７Ｆ

神奈川県

書店様名 郵便番号 ご住所

三省堂書店　海老名店 243-0432 神奈川県海老名市中央１－１－１ＶｉＮＡＷＡＬＫ一番館４Ｆ

丸善　横浜みなとみらい店 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－２みなとみらい東急スクエア１　３Ｆ

ツタヤブックストア　川崎駅前店 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町８ダイスビル５Ｆ

文教堂　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店 238-0007 神奈川県横須賀市若松町２－３０横須賀モアーズシティ７Ｆ

紀伊國屋書店　イオンモール座間店 252-0012 神奈川県座間市広野台２－１０－４イオンモール座間３Ｆ

ブックファースト　モザイクモール港北店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－３１－１モザイクモール港北２Ｆ

ブックファースト　青葉台店 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－１－１青葉台東急スクエアＳｏｕｔｈ－１別館

文教堂書店　溝ノ口本店 213-0011 神奈川県川崎市高津区久本３－１－２８

紀伊國屋書店　横浜店 220-8510 神奈川県横浜市西区高島２－１８－１そごう横浜店７Ｆ

スーパーブックス　住吉書房　武蔵中原店 211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中４－２－１ビーンズ武蔵中原２Ｆ

有隣堂　藤沢店 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢２－１－１名店ビル内

スーパーブックス　住吉書房　久里浜店 239-0831 神奈川県横須賀市久里浜１－５－１

伊勢原書店　城山店 252-0105 神奈川県相模原市緑区久保沢１－４－１２

有隣堂　本店 231-8623 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町１－４－１

丸善　ラゾーナ川崎店 212-8576 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１ラゾーナ川崎プラザ１Ｆ

紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５－１ららぽーと横浜３Ｆ　３５０９０

紀伊國屋書店　西武東戸塚Ｓ．Ｃ．店 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３６－１西武東戸塚Ｓ．Ｃ．アネックス館７Ｆ

有隣堂　アトレ川崎店 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町２６－１アトレ川崎４Ｆ

有隣堂　横浜駅西口店 220-0005 神奈川県横浜市西区北幸１－１－８エキニアビルＢ３Ｆ

有隣堂　厚木店 243-0018 神奈川県厚木市中町２－６三成ほていやビル

くまざわ書店　相模大野店 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野３－８－１相模大野ステーションスクエアＡ棟６Ｆ

伊勢原書店　秦野店 257-0031 神奈川県秦野市曽屋５９０９－３

スーパーブックス　住吉書房　元住吉店 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月１－２２－７

くまざわ書店　横須賀店 238-0041 神奈川県横須賀市本町２－１－１２コースカベイサイドストアーズ４Ｆ

有隣堂　テラスモール湘南店 251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台１－３－１テラスモール湘南４Ｆ　４０１区画



新潟県

書店様名 郵便番号 ご住所

萬松堂 951-8063 新潟県新潟市中央区古町通６番町９５８

ジュンク堂書店　新潟店 950-0911 新潟県新潟市中央区笹口１－１プラーカ１　１Ｆ・Ｂ１Ｆ

富山県

書店様名 郵便番号 ご住所

紀伊國屋書店　富山店 930-0083 富山県富山市総曲輪３－８－６総曲輪フェリオ７Ｆ

明文堂書店　富山新庄経堂店 930-0951 富山県富山市経堂１２３－４

明文堂書店　氷見店 935-0024 富山県氷見市窪３４４－１

文苑堂書店　清水町店 933-0858 富山県高岡市泉町６８５－７

喜久屋書店　高岡店 933-0813 富山県高岡市下伏間江３８３イオンモール高岡２Ｆ

石川県

書店様名 郵便番号 ご住所

ブックメイトとくひさ 923-1121 石川県能美市寺井町ロ７６－１

ＫａＢｏＳ　イオンモール新小松店 923-8565 石川県小松市清六町３１５イオンモール新小松３Ｆ

福井県

書店様名 郵便番号 ご住所

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　敦賀店 914-0814 福井県敦賀市木崎１５－１－１

ＴＳＵＴＡＹＡ　福井パリオ店 910-0852 福井県福井市松城町９－７

山梨県

書店様名 郵便番号 ご住所

朗月堂　本店 400-0048 山梨県甲府市貢川本町１３－６

長野県

書店様名 郵便番号 ご住所

平安堂　佐久インターウェーブ店 385-0009 長野県佐久市小田井６１３－１佐久インターウェーブ

平安堂　あづみ野店 399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高１１１５スワンガーデン安曇野内

平安堂　更埴店 387-0012 長野県千曲市桜堂字西沖３８０－３

文教堂　ＪＯＹ松本店 390-0815 長野県松本市深志１－３－１１コングロＭ　３Ｆ

蔦屋書店　上田大屋店 386-0152 長野県上田市大屋２１９－５

平安堂　座光寺店 395-0001 長野県飯田市座光寺３７１５

平安堂　上田しおだ野店 386-1103 長野県上田市神畑５０２－１グリーンパークしおだ野内

平安堂　飯田店 395-0804 長野県飯田市鼎名古熊６６０－１

岐阜県

書店様名 郵便番号 ご住所

三洋堂書店　大垣バロー店 503-0015 岐阜県大垣市林町８－１０１バロー大垣店２Ｆ

カルコス　穂積店 501-0224 岐阜県瑞穂市稲里６５１－１

三洋堂書店　土岐店 509-5118 岐阜県土岐市肥田浅野梅ノ木町１－４０

三省堂書店　岐阜店 500-8856 岐阜県岐阜市橋本町１－１０アスティ岐阜３Ｆ

喜久屋書店　大垣店 503-0808 岐阜県大垣市三塚町丹瀬４６３－１イオンタウン大垣ショッピングセンター２Ｆ

丸善　岐阜店 502-0882 岐阜県岐阜市正木中１－２－１マーサ２１　３Ｆ

静岡県

書店様名 郵便番号 ご住所

ひまわりＢＯＯＫＳ　御殿場店 412-0043 静岡県御殿場市新橋１９０９－５

谷島屋　浜松本店 430-0926 静岡県浜松市中区砂山町６－１浜松メイワン８Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝店 426-0075 静岡県藤枝市瀬戸新屋２１３－１８

戸田書店　藤枝東店 426-0017 静岡県藤枝市大手１－２２－４０

谷島屋　イオンモール浜松志都呂店 432-8069 静岡県浜松市西区志都呂２－３７－１イオンモール浜松志都呂３Ｆ

戸田書店　富士宮店 418-0072 静岡県富士宮市矢立町９３５

谷島屋　ららぽーと磐田店 438-0801 静岡県磐田市高見丘１２００ららぽーと磐田１Ｆ



愛知県

書店様名 郵便番号 ご住所

三洋堂書店　西尾店 445-0063 愛知県西尾市今川町字馬捨場３１

三洋堂書店　大田川店 477-0031 愛知県東海市大田町畑間７－１

丸善　アピタ知立店 472-0045 愛知県知立市長篠町大山１８－１ギャラリエアピタ知立店２Ｆ

ＭＡＲＵＺＥＮ　名古屋本店 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－８－１４

本のメグリア　三好店 470-0208 愛知県みよし市ひばりヶ丘２－１－５

紀伊國屋書店　ｍｏｚｏ　ワンダーシティ店 452-0817 愛知県名古屋市西区二方町４０ｍｏｚｏ　ワンダーシティ４Ｆ

三洋堂書店　乙川店 475-0053 愛知県半田市乙川内山町３１

丸善　アスナル金山店 460-0022 愛知県名古屋市中区金山１－１７－１アスナル金山３Ｆ

本の王国　安城店 446-0072 愛知県安城市住吉町５－１３－４０

丸善　ヒルズウォーク徳重店 458-0852 愛知県名古屋市緑区元徳重１－５０５ヒルズウォーク徳重店ガーデンズＢ１

カルコス　扶桑店 480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町柏森長畑３５６

紀伊國屋書店　名古屋空港店 480-0288 愛知県西春日井郡豊山町豊場林先１－８エアポートウォーク名古屋４０１

三省堂書店　名古屋本店 450-6608 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－３タカシマヤゲートタワーモール８Ｆ

丸善　イオンタウン千種店 464-0858 愛知県名古屋市千種区千種２－１６－１３イオンタウン千種店２Ｆ

未来屋書店　守山店 463-0812 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根３－１２２８イオン守山店２Ｆ

ザ・リブレット　ミュープラット金山店 456-0002 愛知県名古屋市熱田区金山町１－１－１８ミュープラット金山２Ｆ

精文館書店　本店コミック館 440-0897 愛知県豊橋市松葉町１－１５ＦＡＣＥ豊橋３Ｆ

ジュンク堂書店　名古屋栄店 460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町１－１明治安田生命名古屋ビルＢ１・Ｂ２Ｆ

星野書店　近鉄パッセ店 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－２近鉄パッセ８Ｆ

三重県

書店様名 郵便番号 ご住所

別所書店　イオン店 514-0003 三重県津市桜橋３－４４６イオン津店１Ｆ

滋賀県

書店様名 郵便番号 ご住所

ブックハウスひらがき　Ａスクエア店 525-0025 滋賀県草津市西渋川１－２３－２３

サンミュージック　ハイパーブックス駒井沢 525-0014 滋賀県草津市駒井沢町８５

ジュンク堂書店　滋賀草津店 525-0032 滋賀県草津市大路１－１－１ガーデンシティ草津Ｂ１Ｆ

本のがんこ堂　アクア店 523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町１７９アクア２１　３Ｆ

喜久屋書店　草津店 525-0067 滋賀県草津市新浜町３００イオンモール草津２Ｆ

京都府

書店様名 郵便番号 ご住所

ふたば書房　山科駅前店 607-8013 京都府京都市山科区安朱中小路町５ビエラ山科２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ　福知山店 620-0933 京都府福知山市東羽合１４９

ふたば書房　御池ゼスト店 604-8091 京都府京都市中京区下本能寺前町４９２－１ゼスト御池地下街内

平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク 600-8815 京都府京都市下京区中堂寺粟田町９１京都リサーチパーク９号館

ＭＡＲＵＺＥＮ　京都本店 604-8032 京都府京都市中京区河原町三条下ル山崎町２５１京都ＢＡＬ　Ｂ１・２

平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ小倉店 611-0042 京都府宇治市小倉町老ノ木２９

大垣書店　二条駅店 604-8415 京都府京都市中京区西ノ京栂尾町１－６ＢｉＶｉ二条１Ｆ

未来屋書店　高の原店 619-0223 京都府木津川市相楽台１－１－１イオンモール高の原３Ｆ

大垣書店イオンモールKYOTO店 601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町１

大阪府

書店様名 郵便番号 ご住所

旭屋書店　なんばＣＩＴＹ店 542-0076 大阪府大阪市中央区難波５－１－６０なんばＣＩＴＹ　本館Ｂ２

アニメイト　天王寺 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－４－７Ｇビル阿倍野０１　３Ｆ

丸善　八尾アリオ店 581-0803 大阪府八尾市光町２－３アリオ八尾３Ｆ

ブックスタジオ　大阪店 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３－１－１ＪＲ大阪駅御堂筋北口

大垣書店　イオンモール堺鉄砲町店 590-0905 大阪府堺市堺区鉄砲町１イオンモール堺鉄砲町３Ｆ

未来屋書店　りんくう泉南店 590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜３－１２イオンモール泉南２Ｆ

紀伊國屋書店　グランフロント大阪店 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４－２０グランフロント大阪南館６Ｆ

ジュンク堂書店　大阪本店 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１－６－２０堂島アバンザ内２～３Ｆ

未来屋書店　新茨木店 567-0824 大阪府茨木市中津町１８－１イオン新茨木店３Ｆ

ヤマダ電機　ＬＡＢＩ１なんば店書籍売場 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中２－１１－３５



キャップ書店　河内長野店 586-0015 大阪府河内長野市本町２４－１ノバティ長野北館４Ｆ

喜久屋書店　漫画館阿倍野店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１あべのルシアス２Ｆ

紀伊國屋書店　堺北花田店 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町４－１－１２－１３６イオンモール堺北花田４Ｆ

紀伊國屋書店　天王寺ミオ店 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０－３９天王寺ミオ本館９Ｆ

文教堂書店　住道店 574-0026 大阪府大東市住道２－３－１ギャレカサレス住道２Ｆ

コミックランド　ヒバリヤ 577-0841 大阪府東大阪市足代３－１－６

ジュンク堂書店　天満橋店 540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町１－１京阪シティモール７Ｆ

ふたば書房　茨木店 567-0014 大阪府茨木市城の前町２－１イオンタウン茨木太田２Ｆ

ブックファースト　梅田２階店 530-0012 大阪府大阪市北区芝田１－１－３阪急梅田駅２Ｆ

田村書店　千里中央店 560-0082 大阪府豊中市新千里東町１－３－３２１せんちゅうパル３Ｆ・４Ｆ

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町７－２０チャスカ茶屋町Ｂ１Ｆ～７Ｆ

未来屋書店　茨木店 567-0033 大阪府茨木市松ケ本町８－３０－３イオン茨木店３Ｆ

アニメイト　大阪日本橋 556-0004 大阪府大阪市浪速区日本橋西１－１－３アニメイトビル１・２Ｆ

アニメイト　枚方 573-0031 大阪府枚方市岡本町７－１ビオルネ５Ｆ

アニメイト　梅田 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西２－４－１２梅田センタービルＢ１Ｆ

ジュンク堂書店　近鉄あべのハルカス店 545-8545 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３あべのハルカス近鉄本店ウイング館５・７Ｆ

パルネット　ベルマージュ堺店 590-0014 大阪府堺市堺区田出井町１ベルマージュ堺２Ｆ

ＮＥＴ２１清風堂書店　梅田店 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎２－１１－１６梅田セントラルビルＢ２

ジュンク堂書店　難波店 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町１－２－３マルイト難波ビル３Ｆ

アニメイト　京橋 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町１－６－１６ワタヤ・コスモスビル２Ｆ

大垣書店　高槻店 569-1123 大阪府高槻市芥川町１－２　Ｃ－１１５号

ＴＳＵＴＡＹＡららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ 565-0826 大阪府吹田市千里万博公園２－１ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ２Ｆ

兵庫県

書店様名 郵便番号 ご住所

ジュンク堂書店　三宮店 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町１－６－１８

ＴＳＵＴＡＹＡ　高砂米田店 676-0807 兵庫県高砂市米田町島２３

ジュンク堂書店　芦屋店 659-0092 兵庫県芦屋市大原町９－１－３０４ラポルテ東館３Ｆ

喜久屋書店　花田店 671-0255 兵庫県姫路市花田町小川７５ヤマダストア内

ＦＵＴＡＢＡ＋プリコ垂水店 655-0027 兵庫県神戸市垂水区神田町１－２０プリコ垂水西館

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ尼崎店 661-0975 兵庫県尼崎市下坂部３－１－３６

ジュンク堂書店　姫路店 670-0914 兵庫県姫路市豆腐町２２２ピオレ姫路２　２Ｆ

西村書店 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾２８５－１

ジュンク堂書店　三宮駅前店 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通６－１－１５サンシティビル７Ｆ

旭屋書店　ららぽーと甲子園店 663-8178 兵庫県西宮市甲子園八番町１－１００ららぽーと甲子園２Ｆ

ＮＥＴ２１宝塚サンクスソリオ店 665-0845 兵庫県宝塚市栄町２－１－１ソリオ宝塚１

未来屋書店　三木店 673-0404 兵庫県三木市大村字砂１６３イオン三木店２Ｆ

ブックファースト　エビスタ西宮店 662-0973 兵庫県西宮市田中町１－６エビスタ西宮２Ｆ

ふたば書房　つかしん店 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町４－８－１つかしん　にしまち２Ｆ

ジュンク堂書店　西宮店 663-8035 兵庫県西宮市北口町１－１アクタ西宮西館４Ｆ

未来屋書店　姫路大津店 671-1146 兵庫県姫路市大津区大津町２－５イオンモール姫路大津２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路飾磨店 672-8079 兵庫県姫路市飾磨区今在家７－８８

喜久屋書店　東急プラザ新長田店 653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町５－５－１東急プラザ新長田２Ｆ

奈良県

書店様名 郵便番号 ご住所

喜久屋書店　大和郡山店 639-1101 奈良県大和郡山市下三橋町７４１イオンモール大和郡山２Ｆ

コーナンＢＯＯＫＳ　大和郡山筒井店 639-1123 奈良県大和郡山市筒井町５３１－６

アニメイト　奈良 630-8224 奈良県奈良市角振町２６いせやビル３Ｆ

喜久屋書店　橿原店 634-0837 奈良県橿原市曲川町７－２０－１イオンモール橿原３Ｆ

和歌山県

書店様名 郵便番号 ご住所

ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ岩出店 649-6235 和歌山県岩出市西野３０岩出ショッピングシティ

ＴＳＵＴＡＹＡＷＡＹガーデンパーク和歌山 640-8421 和歌山県和歌山市松江字向鵜ノ島１４６９－１



島根県

書店様名 郵便番号 ご住所

ブックセンターコスモ　出雲店 693-0004 島根県出雲市渡橋町７２４－１

ブックセンタージャスト　浜田店 697-0022 島根県浜田市浅井町８７５

今井書店グループセンター店 690-0058 島根県松江市田和山町８８

今井書店　出雲店 693-0066 島根県出雲市高岡町１２３７－１

岡山県

書店様名 郵便番号 ご住所

宮脇書店　ゆめタウン倉敷店 710-0834 岡山県倉敷市笹沖１２７４－１ゆめタウン倉敷３Ｆ

津山ブックセンター　イオン店 708-0842 岡山県津山市河辺１０００－１

丸善　岡山シンフォニービル店 700-0822 岡山県岡山市北区表町１－５－１岡山シンフォニービル地下１階

喜久屋書店　倉敷店 710-0802 岡山県倉敷市水江１イオンモール倉敷２Ｆ

啓文社　岡山本店 700-0973 岡山県岡山市北区下中野３７７－１

未来屋書店　岡山店 700-0907 岡山県岡山市北区下石井１－２－１５０２５・５０２７　イオンモール岡山５Ｆ

広島県

書店様名 郵便番号 ご住所

廣文館　緑井天満屋店 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井５－２２－１天満屋緑井店３Ｆ

啓文社　ポートプラザ店 720-0801 広島県福山市入船町３－１－２５天満屋ハピータウン１Ｆ

紀伊國屋書店　広島店 730-0011 広島県広島市中区基町６－２７アクア広島センター街６Ｆ

ＭＡＲＵＺＥＮ　広島店 730-0021 広島県広島市中区胡町５－２２天満屋広島八丁堀ビル７Ｆ・８Ｆ

廣文館　新幹線店 732-0822 広島県広島市南区松原町１－２新幹線ｅｋｉｅ２Ｆ

フタバ図書　ツタヤ　ＧＩＧＡ五日市店 731-5116 広島県広島市佐伯区八幡１－２６－１０

山口県

書店様名 郵便番号 ご住所

ブックランド都野　宇部店 759-0213 山口県宇部市黒石北３－４－１ゆめタウン宇部店内

ブックランド都野　サンリブ下松店 744-0027 山口県下松市南花岡６－８－１サンリブ下松店２Ｆ

徳島県

書店様名 郵便番号 ご住所

紀伊國屋書店　ゆめタウン徳島店 771-1202 徳島県板野郡藍住町奥野東中須８８－１ゆめタウン徳島２Ｆ

ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店 770-8052 徳島県徳島市沖浜３－９

香川県

書店様名 郵便番号 ご住所

宮脇書店　南本店 761-8071 香川県高松市伏石町２１３９－１１

宮脇書店　本店 760-0029 香川県高松市丸亀町４－８

紀伊國屋書店　丸亀店 763-0055 香川県丸亀市新田町１５０ゆめタウン丸亀２Ｆ

松岡書店 760-0049 香川県高松市八坂町１－１０

ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店 763-0093 香川県丸亀市郡家町１８６０－１

愛媛県

書店様名 郵便番号 ご住所

明屋書店　今治本店 794-0063 愛媛県今治市片山２－６－２２

明屋書店　空港通店 791-0054 愛媛県松山市空港通３－１０－３

明屋書店　ＭＥＧＡ平田店 791-8001 愛媛県松山市平田町８１－１

アニメイト　松山 790-0012 愛媛県松山市湊町４－１０－８ＢＥ－ＦＬＡＴ４Ｆ

明屋書店　平井店 791-0243 愛媛県松山市平井町甲２３５２

高知県

書店様名 郵便番号 ご住所

ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店 780-0972 高知県高知市中万々８０９

ＴＳＵＴＡＹＡ　南国店 783-0006 高知県南国市篠原１９４－１



福岡県

書店様名 郵便番号 ご住所

紀伊國屋書店　久留米店 839-0865 福岡県久留米市新合川１－２－１ゆめタウン久留米２Ｆ

積文館書店　天神地下街店 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２地下３号

ＴＳＵＴＡＹＡ　前原店 819-1102 福岡県糸島市高田５－２３－６

福岡金文堂　姪浜南店 819-0005 福岡県福岡市西区内浜１－７－３ウエストコート内

メトロ書店　千早店 813-0044 福岡県福岡市東区千早４－９３－２－１０１

Ａ’ＢＯＯＫ　穂波店 820-0081 福岡県飯塚市枝国長浦６６６－４８

アニメイト　福岡パルコ 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－１１－１福岡パルコ８Ｆ

ジュンク堂書店　福岡店 810-0041 福岡県福岡市中央区大名１－１５－１天神西通りスクエア１Ｆ～３Ｆ

ツタヤブックストアマークイズ福岡ももち店 810-8639 福岡県福岡市中央区地行浜２－２－１マークイズ福岡ももち２Ｆ　２２４区画

紀伊國屋書店　福岡本店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街２－１博多バスターミナル６Ｆ

喜久屋書店　小倉店 802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町３－１－１セントシティ７Ｆ

丸善　博多店 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１ＪＲ博多シティ８Ｆ

フタバ図書　ツタヤ　ＴＥＲＡイオン福岡店 811-2303 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木１９２－１－２００１イオンモール福岡２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　朝日ケ丘店 803-0833 福岡県北九州市小倉北区朝日ケ丘１４－１４

白石書店　駅前店 807-0861 福岡県北九州市八幡西区堀川町１－５

長崎県

書店様名 郵便番号 ご住所

ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店 856-0817 長崎県大村市古賀島町５２４－１４

紀伊國屋書店　長崎店 850-0035 長崎県長崎市元船町１０－１ゆめタウン夢彩都４Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　長崎ＣＯＣＯＷＡＬＫ 852-8104 長崎県長崎市茂里町１－５５みらい長崎ココウォーク５Ｆ

熊本県

書店様名 郵便番号 ご住所

金修堂書店　城山店 860-0066 熊本県熊本市西区城山下代２－５－７

紀伊國屋書店　熊本光の森店 869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森７－３３－１ゆめタウン光の森２Ｆ

蔦屋書店　嘉島 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町上島長池２２３２

大分県

書店様名 郵便番号 ご住所

明屋書店　コスモタウン佐伯店 876-0047 大分県佐伯市鶴岡西町２－１９９

桜瀬書店 878-0025 大分県竹田市拝田原７７６－３

紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店 870-0831 大分県大分市要町１－１４アミュプラザおおいた４Ｆ

宮崎県

書店様名 郵便番号 ご住所

田中書店　妻ヶ丘本店 885-0032 宮崎県都城市中原町１９－３

紀伊國屋書店　アミュプラザみやざき店 880-0806 宮崎県宮崎市広島２－１１－１１アミュプラザみやざき　やま館４Ｆ

アニメイト　宮崎店 880-0805 宮崎県宮崎市橘通東３－１－１１アゲインビル２Ｆ

未来屋書店　宮崎店 880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２－１区画番号２０３８　イオンモール宮崎２Ｆ

鹿児島県

書店様名 郵便番号 ご住所

紀伊國屋書店　鹿児島店 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町１－１アミュプラザ鹿児島４Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　フレスポ国分店 899-4321 鹿児島県霧島市国分広瀬２－４－１

明屋書店　川内店 895-0072 鹿児島県薩摩川内市中郷２－１－３

ジュンク堂書店　鹿児島店 892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町６－５マルヤガーデンズ６Ｆ

ＭＡＲＵＺＥＮ　天文館店 892-0827 鹿児島県鹿児島市中町３－１５ヴィストラルビルＢ３～６Ｆ

ブックスミスミ　オプシア店 890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿２－３－５

ＴＳＵＴＡＹＡ　出水緑町店 899-0201 鹿児島県出水市緑町４４－４１

沖縄県

書店様名 郵便番号 ご住所

ＴＳＵＴＡＹＡ　首里店 903-0807 沖縄県那覇市首里久場川町２－１２２－１首里りうぼう１Ｆ

田園書房　具志川店 904-2244 沖縄県うるま市江洲４５０－１サンエー具志川メインシティ１Ｆ


