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【近畿】

【チェーン店・通販】
アニメイト一部店舗
ヨドバシ .com
駿河屋 EC
ゲーマーズ通販部

【北海道・東北】
MARUZEN & ジュンク堂書店 札幌店
三省堂書店 札幌店
紀伊國屋書店 札幌本店
函館 蔦屋書店
カネイリ 下田店
紀伊國屋書店 仙台店
喜久屋書店 仙台店
ゲーマーズ仙台店
ジュンク堂書店 盛岡店
こまつ書店 寿町本店
ジュンク堂書店 秋田店
ゲオスーパーブックス 八橋店
みどり書房 桑野店

【中部】
ジュンク堂書店 新潟店
紀伊國屋書店 新潟店
知遊堂 三条店
文苑堂書店 富山豊田店
明文堂書店 金沢野々市店
紀伊國屋書店 福井店
丸善 松本店
平安堂 飯田店
三省堂書店 岐阜店
三省堂書店 名古屋本店
ジュンク堂書店 名古屋栄店
紀伊國屋書店 名古屋空港店
ゲーマーズ名古屋店
三洋堂書店 上前津店
紀伊國屋書店 mozo ワンダーシティ店
精文館書店 豊橋本店
精文館書店 新津島店
精文館書店 蒲郡三谷店
精文館書店 三ノ輪店
精文館書店 新豊田店
精文館書店 豊明店
精文館書店 尾張一宮店
TSUTAYA BOOKSTORE ららぽーと愛知東郷
本の王国 刈谷店
マルサン書店 仲見世店
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丸善 京都本店
大垣書店 京都本店
大垣書店 イオンモール KYOTO 店
大垣書店 京都ヨドバシ店
大垣書店 烏丸三条店
大垣書店 イオンモール京都桂川店
ジュンク堂書店 滋賀草津店
喜久屋書店 草津店
HYPER BOOKS 八日市＆DELIGHT 八日市店
HYPER BOOKS 水口
喜久屋書店 橿原店
喜久屋書店 大和郡山店
ジュンク堂書店 大阪本店
紀伊國屋書店 梅田本店
ブックファースト 梅田 2 階店
紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
紀伊國屋書店 本町店
ジュンク堂書店 難波店
ビックカメラ なんば店
ゲーマーズなんば店
紀伊國屋書店 京橋店
紀伊國屋書店 堺北花田店
紀伊國屋書店 アリオ鳳店特
紀伊國屋書店 泉北店
ジュンク堂書店 三宮店
ジュンク堂書店 芦屋店
ゲーマーズ神戸三宮店
TSUTAYA BOOKSTORE エキソアレ西神中央

【中国・四国】
丸善 岡山シンフォニービル店
啓文社 岡山本店
喜久屋書店 倉敷店
ジュンク堂書店 広島駅前店
丸善 広島店
紀伊國屋書店 広島店
フタバ図書アルティアルパーク北棟店
紀伊國屋書店 ゆめタウン広島店
紀伊國屋書店 ゆめタウン廿日市店
明屋書店 萩店
紀伊國屋書店 ゆめタウン下松店
宮脇書店 南本店
紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店

【九州・沖縄】
丸善 博多店
紀伊國屋書店 福岡本店
紀伊國屋書店 久留米店
紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店
ゲーマーズ博多店
ゲーマーズ小倉店
紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店
紀伊國屋書店 佐賀店
紀伊國屋書店 熊本はません店
蔦屋書店 嘉島
紀伊國屋書店 熊本光の森店
宮脇本店
紀伊國屋書店 長崎店
ジュンク堂書店 鹿児島店
紀伊國屋書店 鹿児島店
ジュンク堂書店 那覇店

【関東】
紀伊國屋書店 前橋店
ジュンク堂書店 池袋本店
三省堂書店 池袋本店
ゲーマーズ池袋店
丸善 丸の内本店
丸善 日本橋店
紀伊國屋書店 西武渋谷店
MARUZEN & ジュンク堂書店 渋谷店
SHIBUYA TSUTAYA
HMV＆BOOKS SHIBUYA
紀伊國屋書店 新宿本店
ブックファースト新宿店
ブックファースト中野店
書泉ブックタワー
有隣堂 ヨドバシ AKIBA 店
AKIHABARA ゲーマーズ本店
青山ブックセンター本店
今野書店
紀伊國屋書店 玉川高島屋店
丸善 多摩センター店
啓文堂書店 府中本店
喜久屋書店 ミッテン府中店
紀伊國屋書店 国分寺店
オリオン書房 ルミネ立川店
オリオン書房 ノルテ店
ゲーマーズ町田店
有隣堂 横浜駅西口コミック王国
紀伊國屋書店 横浜店
紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店
ゲーマーズ横浜店
丸善 ラゾーナ川崎店
ジュンク堂書店 藤沢店
有隣堂 藤沢店
紀伊國屋書店 西武東戸塚 S.C. 店
紀伊國屋書店 イオンモール座間店
三省堂書店 海老名店
幕張 蔦屋書店
丸善 津田沼店
ゲーマーズ津田沼店
柏の葉 蔦屋書店
紀伊國屋書店 セブンパークアリオ柏店
紀伊國屋書店 流山おおたかの森店
TSUTAYA BOOKSTORE テラスモール松戸
精文館書店 木更津店
精文館書店 おゆみ野店
TSUTAYA 市原五井店
紀伊國屋書店 さいたま新都心店
ゲーマーズ大宮店
TSUTAYA ハレノテラス東大宮店
紀伊國屋書店 川越店
須原屋 アリオ川口店
TSUTAYA BOOKSTORE グランエミオ所沢

