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実施書店

MARUZEN＆ジュンク堂書店 札幌店 オリオン書房 ノルテ店
TSUATAYA 南郷13丁目店 とらのあな 池袋B店
アニメイト 札幌店 芳林堂 高田馬場店

岩手県 ブックスアメリカン 北上店 くまざわ書店 相模大野店
喜久屋書店 仙台店 あおい書店 上大岡店
アニメイト 仙台店 有隣堂 アトレ川崎店
みどり書房 イオンタウン店 文教堂 溝ノ口本店
アニメイト 郡山店 ジュンク堂書店 新潟店
アニメイト いわき店 アニメイト 長岡店
くまざわ書店 イーアスつくば店 蔦屋書店 ベルパルレ寺尾店
アニメイト 水戸店 蔦屋書店 佐渡佐和田店
アニメイト イオンモール土浦店 山梨県 ジュンク堂書店 岡島甲府店
TSUTAYA 坂東店 長野県 文教堂 JOY松本店
文教堂 水戸店 くまざわ書店 柳津店
くまざわ書店 宇都宮インターパーク店 アニメイト 岐阜店
くまざわ書店 宇都宮店 三洋堂書店 みのかも店
戸田書店 高崎店 三洋堂書店 新関店
くまざわ書店 伊勢崎店 戸田書店 静岡本店BF
蔦屋書店 前橋みなみモール店 VV イオンモール富士宮店
ブックデポ 書楽 アニメイト 沼津店
アニメイト 大宮コミック館 アニメイト 富士宮店
住吉書房 市川店 アニメイト 静岡店
丸善 津田沼店 アニメイト 浜松店
ACADEMIA くまざわ書店 津田沼パルコ店 アニメイト 浜松市野店
ジュンク堂書店 松戸店 アニメガ 静岡109店
アニメイト 津田沼店 谷島屋 浜松本店
アニメイト 松戸店 とらのあな 名古屋店
アニメイト 千葉店 ジュンク堂書店 ロフト名古屋店
アニメイト 船橋店 アニメイト 豊橋店
アニメイト アリオ柏店 アニメイト 豊田店
アニメイト 柏店 アニメイト 東岡崎店
アニメイト 木更津店 アニメイト 大高店
TSUTAYA 仁戸名店 アニメイト 栄店
ソリッド＆リキッド コミコミスタジオ町田店 アニメイト 名古屋店
今井書店 Area アニメイト 金山店
とらのあな 秋葉原本店B 精文館書店 本店
書泉ブックタワー 三洋堂書店 半田店
福家書店 新宿サブナード コミックストア 三洋堂書店 西尾店
くまざわ書店 錦糸町店 三洋堂書店 新開橋店
あおい書店 中野本店 アニメイト 四日市店
くまざわ書店 武蔵小金井北口店 アニメイト 桑名店
アニメイト 錦糸町店 滋賀県 喜久屋書店 草津店
アニメイト AKIBAガールズステーション 喜久屋書店 漫画館京都店
アニメイト 秋葉原店 とらのあな 京都店
アニメイト 八王子店 アバンティ ブックセンター 京都店
アニメイト 町田店 アニメイト 京都店
アニメイト 新宿店 ブックファーストコミックランド 梅田店
アニメイト 渋谷店 ジュンク堂書店 大阪本店
芳林堂 コミックプラザ ジュンク堂書店 天満橋店
アニメイト 池袋本店 アニメイト 天王寺店
有隣堂 秋葉原店 アニメイト 大阪日本橋店
文教堂 二子玉川店 アニメイト 梅田店

とらのあな 三宮店
ジュンク堂書店 姫路店
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鳥取県 本の学校 メディア館
中央書店　コミコミスタジオ
ジュンク堂書店 広島駅前店
アニメイト 広島店

徳島県 南海ブックス
福家書店 福岡木の葉モール橋本店
ジュンク堂書店 福岡店
アニメイト 小倉店
アニメイト 福岡天神
アニメイト イオンモール筑紫野店
フタバ図書 ＴＥＲＡ福岡東店
TSUTAYA BOOK STORE TENJIN

佐賀県 アニメイト 佐賀店
アニメイト 長崎店
アニメイト 佐世保店

熊本県 アニメイト 熊本店
大分県 アニメイト 大分店

アニメイト 宮崎店
TSUTAYA AVクラブ 鷹尾店
喜久屋書店 小倉店
アニメイト 鹿児島店
ジュンク堂書店 那覇店
くまざわ書店メインプレイス店
アニメイト 那覇国際通り店
ホーリンラブブックス
中央書店　コミコミスタジオ
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