
都道府県名 / WEB 店名 / オンラインショップ名
WEB ぐるぐる王国
WEB ネオ・ウィング
WEB ヨドバシ.com
WEB とらのあな　通信販売
WEB 文教堂ホビー＆アニメガ ＥＣサイト 
全国 WonderGOO/新星堂全店（一部店舗除く） 
全国 とらのあな全店（一部店舗除く）
北海道 玉光堂　パセオ店
北海道 玉光堂　四丁目店
北海道 玉光堂　小樽本店
北海道 玉光堂　イオン千歳店
北海道 玉光堂　イオン江別店
北海道 玉光堂　イオン岩見沢店
北海道 玉光堂　イオンモール旭川駅前店
北海道 玉光堂　イオン帯広店
北海道 玉光堂　帯広イトーヨーカドー店
北海道 玉光堂　イオン釧路店
北海道 玉光堂　イオンモール釧路昭和店
北海道 玉光堂　イオン北見店
北海道 玉光堂　イオンモール札幌発寒店
北海道 玉光堂　函館駅前ビル店
北海道 ヴィレッジヴァンガード新さっぽろ
北海道 文教堂　アニメガ函館昭和店 
北海道 アニメガ　札幌パルコ店
北海道 アニメガ　新札幌ＤＵＯ店
北海道 コーチャンフォー　新川通り店 
北海道 コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店 
北海道 コーチャンフォー　美しが丘店 
北海道 コーチャンフォー　釧路店 
北海道 コーチャンフォー　旭川店 
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北海道 コーチャンフォー　北見店
北海道 We's石狩緑苑台店
北海道 We'sイオンモール旭川西店
北海道 We's室蘭店
北海道 ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＭＥＧＡ ＭＡＣ店
北海道 ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＷＯＷ店
青森県 バンダレコード　さくら野弘前店
岩手県 バンダレコード　イオンモール盛岡南店
岩手県 アメリカンウェーブ　北上店
岩手県 エムズエクスポ盛岡店　ミュージック
岩手県 エムズレコード桜台店　ミュージック
宮城県 バンダレコード　イオンモール名取店
宮城県 バンダレコード　イオン仙台中山店
宮城県 バンダレコード　イオンモール富谷店
宮城県 バンダレコード　イオンモール利府
宮城県 バンダレコード　イオンモール石巻
宮城県 スクラム　大河原店
宮城県 スクラム　古川店
宮城県 ミュージックショップスマイル　大河原Ｆｏｒｔｅ店
宮城県 文教堂ＪＯＹ　仙台ロフト店 
宮城県 ブックセンター湘南栗原店
秋田県 スーパーブックス　八橋店
山形県 バンダレコード　イオン東根店
福島県 バンダレコード　福島西道路店
福島県 バンダレコード　イオン福島店
福島県 スーパーブックス　新白河店
茨城県 バンダレコード　イオンモールつくば店
茨城県 バンダレコード　イオンモール土浦店
茨城県 アニメガ　水戸店
茨城県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店
茨城県 ヴィレッジヴァンガードイオンモールつくば
栃木県 宮脇書店　佐野店
栃木県 ヴィレッジヴァンガードインターパーク
群馬県 紀伊國屋書店 前橋店
埼玉県 バンダレコード　所沢本店
埼玉県 バンダレコード　本川越ぺぺ店
埼玉県 バンダレコード　新所沢パルコ店
埼玉県 バンダレコード　ステラタウン店
埼玉県 バンダレコード　ららぽーと新三郷店
埼玉県 アニメガ　つがる柏店
埼玉県 文教堂　アニメガ熊谷ニットーモール店
埼玉県 紀伊國屋書店 さいたま新都心店
埼玉県 ヴィレッジヴァンガードコクーンシティ
千葉県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　船橋店
千葉県 紀伊國屋書店 流山おおたかの森店
東京都 ヨドバシカメラ　マルチメディアAkiba 
東京都 バンダレコード　ＬＩＶＩＮ田無店
東京都 バンダレコード　イオン板橋ＳＣ



東京都 ステラワース
東京都 文教堂　アニメガ二子玉川店
東京都 コーチャンフォー　若葉台店 
東京都 スーパーブックス　竹ノ塚駅前店
東京都 サウンドショップ　ニッポー
東京都 文教堂　ホビーアニメガ町田店
東京都 アニメガ　池袋サンシャインアルタ店
東京都 文教堂　アニメガ京王八王子店
東京都 アニメガ　池袋マルイ店
神奈川県 バンダレコード　ららぽーと海老名店
神奈川県 バンダレコード　ららぽーと湘南平塚店
神奈川県 アニメガ　横浜ビブレ店
新潟県 We's長岡店
新潟県 紀伊國屋書店 新潟店
富山県 喜久屋書店　高岡店
富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　魚津店
富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店
富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　大沢野店
石川県 ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店
石川県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール新小松
福井県 松木屋　エルパ店
福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ敦賀店
福井県 勝木書店ＫａＢｏＳベル店
福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ新二の宮店
山梨県 メディアランドカトー本店
山梨県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　甲府店
長野県 ライオン堂
長野県 笠原書店　レイクウォーク店
長野県 文教堂ＪＯＹ　アニメガ松本店
長野県 平安堂更埴店
長野県 平安堂座光寺店
長野県 平安堂飯田店
長野県 平安堂佐久インターウェーブ店
長野県 平安堂あづみ野店
長野県 平安堂伊那店
長野県 ヴィレッジヴァンガード松本パルコ
岐阜県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大垣南店
岐阜県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　岐阜店
岐阜県 ヴィレッジヴァンガードモレラ岐阜
静岡県 イケヤ　プレ葉ウォーク浜北店
静岡県 イケヤ　イオンモール浜松志都呂店
静岡県 アニメガ　静岡店
静岡県 ヴィレッジヴァンガードイオンタウン富士南
愛知県 バンダレコード　イオンモール新瑞橋店
愛知県 バンダレコード　イオンモール名古屋茶屋店
愛知県 バンダレコード　イオンモール長久手店
愛知県 音楽堂　サカエチカ店
愛知県 イケヤ　イオン小牧店



愛知県 フタバ図書ＴＥＲＡワンダーシティ店
愛知県 紀伊國屋書店 名古屋空港店
愛知県 ヴィレッジヴァンガードビックカメラ名古屋
愛知県 ヴィレッジヴァンガードイオンモールナゴヤドーム前
愛知県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール名古屋茶屋
愛知県 本の王国刈谷店
愛知県 本の王国豊田吉原店
愛知県 本の王国安城店
三重県 コメリ書房　松阪店
三重県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　津南店
三重県 本の王国文化センター前店
滋賀県 ハイパーブックス　長浜店
京都府 大垣書店ビブレ店
京都府 大垣書店　イオンモール京都店
京都府 大垣書店　イオンモール京都桂川店
京都府 文教堂　アニメガ京都店
京都府 ＪＥＵＧＩＡ三条本店
京都府 ディスクショップ　白鳥　　　　　　　　
大阪府 ヨドバシカメラ　マルチメディア梅田 
大阪府 ディスクピア　日本橋店
大阪府 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　りんくう泉南店
大阪府 文教堂ＪＯＹ　梅田Ｌｏｆｔ店
大阪府 ヴィレッジヴァンガードイオン喜連瓜破
兵庫県 アニメガ　三宮店
兵庫県 大垣書店　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店
兵庫県 ヴィレッジヴァンガードつかしん
奈良県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大和郡山店
和歌山県 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店
鳥取県 今井書店　吉成店サウンドスタジアム
鳥取県 今井書店　湖山メディア館
鳥取県 本の学校メディア館
鳥取県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール鳥取北
島根県 STUDIO WONDER　ゆめタウン出雲店
島根県 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER
岡山県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール津山
岡山県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール倉敷
広島県 フタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店
広島県 フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店
広島県 フタバ図書Λｌｔｉ福山本店
山口県 明林堂書店　ゆめタウン下松店
山口県 明林堂書店フジ宇部店
山口県 明屋書店ＭＥＧＡ新下関店
山口県 ヴィレッジヴァンガード山口
徳島県 紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店
香川県 アニメガ　高松店
愛媛県 デュークショップ松山店
愛媛県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　今治新都市店
愛媛県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　新居浜店



愛媛県 明屋書店川之江店
愛媛県 ヴィレッジヴァンガードパルティフジ衣山
福岡県 明林堂書店　ゆめマートうきは店
福岡県 フタバ図書ＴＥＲＡイオンモール福岡東店
福岡県 ヴィレッジヴァンガード福岡パルコ
福岡県 文教堂ＪＯＹ　福岡パルコ店
福岡県 紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店
福岡県 Ａ’ＢＯＯＫイオン穂波店
福岡県 ヴィレッジヴァンガードイオン穂波
福岡県 ヴィレッジヴァンガードイオン戸畑
長崎県 ヴィレッジヴァンガードさせぼ五番街
熊本県 明林堂書店　長嶺店
熊本県 明林堂書店　サンピアン店
熊本県 ヴィレッジヴァンガードゆめタウンはません
熊本県 ＢＯＯＫＳあんとく荒尾店
大分県 明林堂書店　ゆめタウン中津店
大分県 明林堂書店　ゆめタウン別府店
鹿児島県 ブックスミスミ　オプシア
鹿児島県 ブックスミスミ　鹿屋店
沖縄 ヴィレッジヴァンガードイオンモール沖縄ライカム
沖縄 ヴィレッジヴァンガードイオン南風原
沖縄 ヴィレッジヴァンガードサンエー具志川メインシティ
沖縄 サウンドボックス・ミツトモ（サンエー那覇メインプレイス） 


