ブルースカイコンプレックス 既刊フェア２０２０
実施書店
都道府県
北海道

岩手県
宮城県

秋田県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県
富山県

福井県
山梨県
長野県
岐阜県

書店名
ＴＳＵＴＡＹＡ 室蘭店
文教堂書店 琴似駅前店
蔦屋書店 木野店
アニメイト 札幌店
喜久屋書店 帯広店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 札幌店
三省堂書店 札幌店
ジュンク堂書店 盛岡店
アニメイト 仙台店
未来屋書店 名取店
喜久屋書店 仙台店
アニメガ×ソフマップ仙台駅前店
ジュンク堂書店 秋田店
西沢書店 北店
みどり書房 桑野店
アニメイト 郡山店
リブロ ひたちなか店
ＴＳＵＴＡＹＡ ピアシティ石岡店
アニメイト 宇都宮店
喜久屋書店 宇都宮店
くまざわ書店 宇都宮店
紀伊國屋書店 前橋店
アニメイト 高崎店
アニメイト 大宮コミック館
ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽
須原屋 川口前川店
ブックファースト ルミネ川越店
ＴＳＵＴＡＹＡ レイクタウン
紀伊國屋書店 流山おおたかの森店
アニメイト 柏店
アニメイト 津田沼店
アニメイト 千葉店
アニメイト アリオ柏
丸善 津田沼店
ヴィレッジヴァンガード 津田沼パルコ店
有隣堂 アトレ大井町店
ＳＨＩＢＵＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ
有隣堂 アトレヴィ三鷹店
有隣堂 ヨドバシＡＫＩＢＡ店
ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＨＩＢＵＹＡ
アニメイト 蒲田店
書泉芳林堂書店 高田馬場店
アニメイト 立川店
アニメイト 吉祥寺パルコ
アニメイト 秋葉原本館
アニメイト 町田店
アニメイト 新宿店
アニメイト 渋谷店
アニメイト 池袋本店
ＭＡＲＵＺＥＮ 多摩センター店
大地屋書店 大山店
今野書店 コミック店
コミックとらのあな 池袋店Ｂ
椿書房
紀伊國屋書店 新宿本店
ブックファースト ルミネ北千住店
ブックファースト 新宿店
書泉ブックタワー
八重洲ブックセンター 本店
丸善 丸の内本店
東京旭屋書店 池袋店
三省堂書店 池袋本店
ソフマップ アミューズメント館
アニメガ 池袋マルイ店
アニメガ池袋サンシャインアルタ店
アニメガ×ソフマップ町田店
文教堂書店 二子玉川店
文教堂 横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店
有隣堂 藤沢店
有隣堂 厚木店
文教堂書店 溝ノ口本店
三省堂書店 海老名店
有隣堂 アトレ川崎店
天一書房 瀬谷店
有隣堂 横浜駅西口店
アニメイト 小田原店
アニメイト 横浜ビブレ
アニメイト 藤沢店
ブックファースト 青葉台店
ジュンク堂書店 藤沢店
ブックポート２０３ 大和店
ヴィレッジヴァンガード 本厚木ミロード店
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 橋本店
アニメガ×ソフマップ横浜ビブレ店
文信堂書店 長岡店
ジュンク堂書店 新潟店
ＢＯＯＫＳなかだ 本店 コミックラボ
文苑堂書店 藤の木店
文苑堂書店 福田本店
喜久屋書店 高岡店
ＴＳＵＴＡＹＡ ワイプラザ武生店
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 敦賀店
ジュンク堂書店 岡島甲府店
文教堂 ＪＯＹ松本店
アニメイト 長野店
平安堂 新長野店
ＴＳＵＴＡＹＡ 大垣店
コスモブックセンター
アニメイト 岐阜店
三洋堂書店 下恵土店

都道府県
静岡県

愛知県

三重県

滋賀県
京都府

大阪府

兵庫県

奈良県
和歌山県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
福岡県

長崎県
大分県
鹿児島県

沖縄県
通販

書店名
谷島屋 イオンモール浜松志都呂店
谷島屋 ららぽーと沼津店
アニメイト 静岡パルコ
焼津谷島屋 登呂田店
アマノ 有玉店
アニメガ静岡109店
ジュンク堂書店 名古屋栄店
ブックセンター名豊 刈谷店
精文館書店 本店コミック館
未来屋書店 ナゴヤドーム前店
未来屋書店 名古屋みなと店
ＴＳＵＴＡＹＡ 岡崎インター店
ＴＳＵＴＡＹＡ 半田店
ＴＳＵＴＡＹＡ バロー戸田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 春日井店
ＴＳＵＴＡＹＡ ウイングタウン岡崎店
ＴＳＵＴＡＹＡ 瀬戸店
星野書店 近鉄パッセ店
アニメイト 名古屋店
アニメイト 名古屋パルコ
コミックとらのあな 名古屋店
三洋堂書店 豊川店
三洋堂書店 知立店
三洋堂書店 鳥居松店
三洋堂書店 西尾店
丸善 イオンタウン千種店
アニメガ×ソフマップ名古屋駅西店
三省堂書店 名古屋本店
ＴＳＵＴＡＹＡ ミタス伊勢店
ＴＳＵＴＡＹＡ 四日市店
ＴＳＵＴＡＹＡ 鈴鹿中央通店
ＴＳＵＴＡＹＡ 伊勢上地店
別所書店 イオン店
アニメイト アルプラザ草津店
喜久屋書店 草津店
大垣書店 フォレオ大津一里山店
未来屋書店 高の原店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶＩＸ 福知山店
アニメイト 京都店
ＭＡＲＵＺＥＮ 京都本店
アニメガ×ソフマップイオンモールKYOTO店
アニメイト 京橋店
アニメイト 天王寺店
アニメイト 大阪日本橋店
アニメイト 梅田店
ジュンク堂書店 天満橋店
ジュンク堂書店 大阪本店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅田店
喜久屋書店 漫画館阿倍野店
旭屋書店 なんばＣＩＴＹ店
紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
ジュンク堂書店 難波店
コミックとらのあな なんば店Ｂ
大垣書店 高槻店
アニメガ×ソフマップなんば店
アニメイト 姫路店
アニメイト 三宮店
アニメイト イオン明石店
ジュンク堂書店 三宮店
ジュンク堂書店 姫路店
ジュンク堂書店 芦屋店
ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店
アニメガ 三宮店
喜久屋書店 橿原店
未来屋書店 和歌山店
ブックセンターコスモ 出雲店
啓文社 岡山本店
アニメイト 岡山店
フタバ図書 ＴＥＲＡ広島府中店
アニメイト 広島店
明屋書店 ＭＥＧＡ新下関店
未来屋書店 防府店
くまざわ書店 下関店
ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣 徳島店
宮脇書店 南本店
文教堂 アニメガ高松店
アニメイト 松山店
明屋書店 ＭＥＧＡ西の土居店
アニメイト 小倉店
アニメイト 福岡天神店
アニメイト イオンモール筑紫野
紀伊國屋書店 天神イムズ店
紀伊國屋書店 福岡本店
福岡金文堂 行橋店
喜久屋書店 小倉店
丸善 博多店
アニメガ×ソフマップ天神1号館
ＴＳＵＴＡＹＡ 遊ＩＮＧ浜町店
アニメイト 長崎店
アニメイト 大分店
くまざわ書店 大分店
ブックスミスミ オプシア店
アニメイト 鹿児島店
ＭＡＲＵＺＥＮ 天文館店
明屋書店 川内店
未来屋書店 沖縄ライカム店
アニメイト 那覇国際通り店
ジュンク堂書店 那覇店
アニメイト オンラインショップ
ホーリンラブブックス
アニメガ×ソフマップ通販
コミコミスタジオ通販
とらのあな通販

