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<北海道>
ジュンク堂書店 札幌店
紀伊國屋書店 札幌本店
ジュンク堂書店 旭川店
とらのあな 札幌店
函館 蔦屋書店
コーチャンフォー 新川通り店
ヴィレッジヴァンガード 札幌エスタ店
<青森県>
ヴィレッジヴァンガード イオンモール下田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 八戸ニュータウン店
<岩手県>
ジュンク堂書店 盛岡店
<宮城県>
喜久屋書店 仙台店
蔦屋書店 仙台泉店
ヤマト屋書店 ＴＳＵＴＡＹＡ 仙台三越店
<山形県>
こまつ書店 東根店
こまつ書店 寿町本店
こまつ書店 西田店
<福島県>
ＴＳＵＴＡＹＡ 福島南店
ジュンク堂書店 郡山店
ヴィレッジヴァンガード イオンタウン郡山

<茨城県>
蔦屋書店 ひたちなか店
<栃木県>
喜久屋書店 宇都宮店
<群馬県>
ヴィレッジヴァンガード イオンモール高崎店
紀伊國屋書店 前橋店
喜久屋書店 太田店
蔦屋書店 前橋みなみモール店
<埼玉県>
豆魚雷 大宮店
ジュンク堂書店 大宮髙島屋店
ＴＳＵＴＡＹＡ レイクタウン店
須原屋 本店２F
ヴィレッジヴァンガード イオンモール浦和美園店
ヴィレッジヴァンガード ＵＮＩＣＵＳ南古谷店
ヴィレッジヴァンガード ＰＬＵＳイオン レイクタウン店
<千葉県>
新星堂 カルチェ５柏店
三省堂書店 カルチャーステーション千葉
丸善 津田沼店
ときわ書房 本八幡店
ときわ書房 船橋様
ジュンク堂書店 南船橋店
ジュンク堂書店 柏モディ店
ジュンク堂書店 池袋本店
ヴィレッジヴァンガード 津田沼パルコ店
ヴィレッジヴァンガード イオン市川妙典店
16 の小さな専門書店（千葉そごう 3F 9/15 NEW オープン）

<東京都>
コミック高岡
三省堂書店 神保町本店
書泉グランデ
紀伊國屋書店 新宿本店
ブリスターコミックス
書泉ブックタワー
とらのあな 秋葉原店 A
ＳＨＩＢＵＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ
有隣堂 ヨドバシＡＫＩＢＡ店
豆魚雷 高円寺店
ヴァースコミックス
芳林堂書店 コミックプラザ
芳林堂書店 高田馬場店
文教堂 浜松町
青山ブックセンター 六本木店
真光書店 本店
啓文堂書店 府中店
丸善多摩センター店
丸善 丸の内本店
明正堂 上野アトレ店
ブックファーストあおい 六本木店
ブックス ルーエ
とらのあな 池袋店
竹島書店 江古田南店
スーパーブックスあおい 渋谷南口店
ジュンク堂書店 吉祥寺店
ジュンク堂書店 渋谷店
ジュンク堂書店 立川高島屋店
三省堂書店 池袋本店
くまざわ書店コミックランドビーワン 八王子店
オリオン書房 アレア店
オリオン ノルテ店
ヴィレッジヴァンガード渋谷本店
ヴィレッジヴァンガード 立川ルミネ

ヴィレッジヴァンガード 町田ルミネ
ヴィレッジヴァンガード 町田（路面）店
ヴィレッジヴァンガード ブルービート新宿ルミネエスト店
ＴＳＵＴＡＹＡ 三軒茶屋店
ＨＭＶ＆BOOKS TOKYO
ＣＯＭＩＣ ＺＩＮ 新宿店
Ｂｏｏｋ１ｓｔ 新宿店
Ｂｏｏｋ１ｓｔ アトレ大森店

<神奈川県>
有隣堂 藤沢店
有隣堂 横浜西口コミック王国
有隣堂 厚木店
文教堂 溝ノ口本店
紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店
紀伊國屋書店 横浜店
丸善 ラゾーナ川崎店
ブックファーストあおい 横浜西口店４F
ブックファーストあおい 川崎駅前店
ジュンク堂書店 藤沢店
くまざわ書店 橋本店
ヴィレッジヴァンガード 川崎チッタ店
ヴィレッジヴァンガード 青葉台東急スクエア店
Ｂｏｏｋ１ｓｔ ボーノ相模大野店
<新潟県>
ジュンク堂書店 新潟店
蔦屋書店 長岡古正寺店
紀伊國屋書店 新潟店
蔦屋書店 上越インター店
<富山県>
文苑堂書店 富山豊田店
喜久屋書店 高岡店
コミックラボ

ヴィレッジヴァンガード ファボーレ店
<石川県>
ＴＳＵＴＡＹＡ 金沢店
文苑堂書店 示野本店
<福井件>
ヴィレッジヴァンガード 西武福井店
<長野県>
平安堂 上田しおだ野店
蔦屋書店 佐久小諸店
平安堂 若槻店
<岐阜県>
丸善 岐阜店
カルコス 本店
カルコス 各務原店
<静岡県>
MARUZEN&ジュンク堂書店新静岡店
谷島屋 浜松本店
ヴィレッジヴァンガード 静岡パルコ店
イケヤ文楽館 高林店
精文館書店 御殿場店
ヴィレッジヴァンガード イオンモール富士宮
<愛知県>
三省堂書店 名古屋本店
三省堂書店 名古屋高島屋店
精文館書店 豊橋本店
三洋堂書店 上前津店
ブックセンター名豊 刈谷店
未来屋書店 ドーム前店
星野書店 近鉄ビル店
未来屋書店 名古屋みなと店
カルコス 小牧店

ヴィレッジヴァンガード イオンモール名古屋茶屋店
<三重県>
ＴＳＵＴＡＹＡ ミタス伊勢店
<滋賀県>
ハイパーブックス 彦根店
ジュンク堂書店 滋賀草津店
ヴィレッジヴァンガード イオン近江八幡
<京都府>
大垣書店 イオンモール KYOTO 店
丸善 京都本店
喜久屋書店 京都漫画館店
大垣書店 京都ヨドバシ店
ヴィレッジヴァンガード くずはモール店
ヴィレッジヴァンガード イオンモール久御山店
<大阪府>
紀伊國屋書店 グランドフロント大阪店
紀伊國屋書店 梅田本店
丸善 八尾アリオ店
わんだーらんど なんば店
ハイパーブックス 茨木店
とらのあな なんば店 A
ジュンク堂書店 天満橋店
ジュンク堂書店 大阪本店
ジュンク堂書店 難波店
喜久屋書店 阿倍野漫画館
ヴィレッジヴァンガード 梅田ロフト店
ヴィレッジヴァンガード イオンモールりんくう泉南店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＥＢＩＳＵＢＡＳＨＩ
MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店
Ｂｏｏｋ１ｓｔ コミックランド梅田店

<兵庫県>
ジュンク堂書店 姫路店
ジュンク堂書店 三宮店
ジュンク堂書店 住吉店
ジュンク堂書店 三宮駅前店
ジュンク堂書店 明石店
喜久屋書店 神戸学園都市店
<和歌山県>
ヴィレッジヴァンガード イオンモール和歌山店
<鳥取県>
ヴィレッジヴァンガード イオンモール日吉津
<岡山県>
ヴィレッジヴァンガード イオンモール岡山
喜久屋書店 倉敷漫画館店
丸善 シンフォニービル店
未来屋書店 岡山店
<徳島県>
ヴィレッジヴァンガード フジグラン石井店
<香川県>
宮脇書店 南本店
<愛媛県>
ヴィレッジヴァンガード パルティフジ衣山
ヴィレッジヴァンガード エミフル MASAKI

<福岡県>
丸善 博多店
ジュンク堂書店 福岡店
ヴィレッジヴァンガード 福岡パルコ
紀伊國屋書店 福岡本店
ブックセンタークエスト 小倉店
喜久屋書店 小倉店
<熊本県>
蔦屋書店 熊本三年坂店
ヴィレッジヴァンガード 熊本パルコ店
<大分県>
紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店
<宮崎県>
蔦屋書店 宮崎高千穂通り
<鹿児島県>
丸善天文館店
ジュンク堂書店 鹿児島店
<沖縄県>
ジュンク堂書店 那覇店
<オンライン>
タワーレコードオンライン
豆魚雷

