
●文教堂書店

溝ノ口本店 〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本３－１－２８ 044-812-0063

市ヶ谷店 〒102-0076 東京都千代田区五番町３－１(五番町ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ内) 03-3556-0632

浜松町店 〒105-6102 東京都港区浜松町２－４－１(世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ別館2階) 03-3437-5540

川口駅店 〒332-0015 埼玉県川口市川口１－１－１　（キュポラ３階） 048-227-2821

住道店 〒574-0026 大阪府大東市住道２－３－１(アルビ住道2階)　ﾌﾞｯｸｽﾄｱ談 072-875-7075

青戸店 〒125-0062 東京都葛飾区青戸３－３６－１ 03-3838-5931

新札幌DUO店 〒004-8515 北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６－２（新さっぽろｱｰｸｼﾃｨ　ﾃﾞｭｵ１-４階） 011-701-8111

札幌ルーシー店 〒003-0021 北海道札幌市白石区栄通り１８－５ 011-858-6271

さっぽろ駅店 〒060-0004 北海道札幌市中央区北４条西４－１（札幌国際ビル地下３階） 011-223-6701

西野３条店 〒063-0033 北海道札幌市西区西野３条４－８ 011-671-3488

北４９条店 〒007-0849 北海道札幌市東区北４９条東８丁目３－５ 011-733-2281

千歳店 〒066-0062 北海道千歳市千代田町７－１７８９－３（ペウレ千歳３階） 0123-27-4600

CA新千歳空港 〒066-0012 北海道千歳市美々(新千歳空港内　国内線旅客ターミナル2階) 0123-46-6575

新千歳空港店 〒066-0012 北海道千歳市美々(新千歳空港内） 0123-46-6181

函館テーオー店 〒040-0015 北海道函館市梁川町１０－２５　(テーオーデパート４階） 0138-35-5181

北野店 〒004-0863 北海道札幌市清田区北野３条２－１３－５５ 011-883-7036

宮の森店 〒064-0953 北海道札幌市中央区宮の森３条１－５－３５ 011-618-3970

新道店 〒007-0870 北海道札幌市東区伏古１０条５－２－１ 011-784-3618

平岸店 〒062-8642 北海道札幌市豊平区平岸３条２－１－２４ 011-842-0678

札幌すすきの店 〒064-0704 北海道札幌市中央区南４条西４－１(ススキノ　ラフィラ5階) 011-520-3661

湯ノ川店 〒042-0932 北海道函館市湯川町１－３４－１５(ｺｰﾌﾟ湯川店2階) 0138-36-2271

つがる柏店 〒038-3107 青森県つがる市柏稲盛幾世４１(ｼﾞｬｽｺ柏店2階) 0173-27-5277

八戸駅店 〒039-1101 青森県八戸市尻内町字舘田２－２ 0178-70-2830

新井店 〒944-0007 新潟県妙高市栗原５－１－２６ 0255-70-1151

鹿島店 〒314-0115 茨城県神栖市知手２９２９－２３ 0299-96-6125

CA小山駅店 〒323-0025 栃木県小山市城山町３－３－２２ 小山駅構内「DiLa小山」 0285-20-4110

小山駅ビル店 〒323-0025 栃木県小山市城山町３－３－２２（小山駅ビルVAL3階） 0285-20-3450

朝霞マルエツ店 〒351-0011 埼玉県朝霞市本町１－１２－１　（マルエツ朝霞店3階） 048-464-1335

岩槻店 〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町２－５－１(ヤオコー岩槻西町店２階） 048-749-0171

まるひろ南浦和店 〒336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町１－７－４　(まるひろ南浦和店4階） 048-844-8470

新座駅店 〒352-0011 埼玉県新座市野火止５－３－１１ 048-470-4133

三郷店 〒341-0051 埼玉県三郷市天神２－２２　(ｲﾄｰﾖｰｶドー三郷店2階） 048-949-5039

東大宮駅ビル店 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－７６－１ 048-660-2444

狭山店 〒350-1304 埼玉県狭山市狭山台１－４ 04-3959-9500

本庄店 〒369-0306 埼玉県児玉郡上里町七本木２５５８ 0495-35-1373

東川口店 〒333-0811 埼玉県川口市戸塚３－３５－１４ 048-294-5860

川口朝日町店 〒332-0001 埼玉県川口市朝日町４－１３ 048-228-1646

熊谷駅店 〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波3丁目202番地 2階 048-579-5920

蓮田店 〒349-0141 埼玉県蓮田市西新宿５－１６４ 048-765-1271

行徳店 〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前１－１９－１(西友行徳店4階) 047-307-4081

浦安西友店 〒279-0002 千葉県浦安市北栄１－１４－１(西友浦安店ﾊﾟｰﾄ2-4階) 047-390-7013

ユーカリが丘店 〒285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘４－１(ﾕｰｶﾘﾌﾟﾗｻﾞ４階） 043-460-5181

茂原店 〒297-0026 千葉県茂原市茂原１０ 0475-20-4721

CA浦安駅店 〒279-0002 千葉県浦安市北栄1-13-1　東京メトロ東西線浦安駅構内 047-351-0231

馬橋駅前店 〒271-0051 千葉県松戸市馬橋西ノ下９８－１ 047-374-6231

小倉台店 〒264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町１７５４ 043-232-7330

東習志野店 〒274-0071 千葉県船橋市習志野５－２－１ 047-403-7021

下総中山駅店 〒273-0035 千葉県船橋市本中山２－１７－２０ 047-302-8531

八街店 〒289-1104 千葉県八街市文違字文違野３０１－１６２ 043-440-1381

八千代緑が丘駅店 〒276-0049 千葉県八千代市緑が丘1-1104-3 047-458-1870

Ｒ４１２店 〒243-0816 神奈川県厚木市林１－２－１０ 046-221-4787

伊勢原とうきゅう店 〒259-1132 神奈川県伊勢原市桜台１－３－３（伊勢原とうきゅう４階） 0463-96-5870

大船モール店 〒247-0072 神奈川県鎌倉市岡本１１８８－１(ｺｰﾅﾝ鎌倉大船ﾓｰﾙ2階) 0467-42-8810

向ヶ丘駅前店 〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２７３５(中和ﾋﾞﾙ2階) 044-930-1941

登戸駅店 〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸３４３５ 044-930-7551

入谷店 〒252-0024 神奈川県座間市入谷１－４０５－１ 046-257-1055

ひばりが丘店 〒252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘１－４５－２１ 046-252-0871

平塚店 〒255-0001 神奈川県中郡大磯町高麗３－２－２８ 0463-31-3911

秦野駅前店 〒257-0034 神奈川県秦野市大秦町１－１ 0463-82-5371

渋沢駅前店 〒259-1315 神奈川県秦野市柳町１－２２－３ 0463-87-2230

中央林間店 〒242-0007 神奈川県大和市中央林間4-6-3　エトモ中央林間　2F 046-259-5066

立場店 〒245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西１－１(ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ立場店3階) 045-706-0448

CAみなとみらい駅店 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-4ｸｲｰﾝｽﾞｽｸｴｱ横浜｢ｱｯﾄ!｣ｽﾃｰｼｮﾝｺｱ地下3階 045-228-2167

城山店 〒252-0102 神奈川県相模原市緑区原宿２－８－１ 042-782-9278

平塚駅店 〒254-0707 神奈川県平塚市代官町１－１（エキスト湘南平塚3階） 0463-25-1186

湘南とうきゅう店 〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤字滝ノ沢６９８番地１０（湘南とうきゅう２階） 0466-89-0071

杉田とうきゅう店 〒235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１７－１　（杉田とうきゅう３階） 045-778-1530

上白根店 〒241-0002 神奈川県横浜市旭区上白根７１９ 045-952-5666

鶴ヶ峰店 〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰２－３０ 045-373-0968

栄上郷店 〒247-0023 神奈川県横浜市栄区長倉町１－１３８７－１ 045-895-3220

あざみ野東急店 〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-1-1 045-530-4021

店舗名称 郵便番号 住所 電話番号



すすき野とうきゅう店 〒225-0021 神奈川県横浜市青葉区すすき野２－５－４（すすき野とうきゅう2階） 045-905-5351

CA江田駅店 〒225-0013 神奈川県横浜市青葉区荏田町2360 045-530-0471

桂台店 〒227-0034 神奈川県横浜市青葉区桂台２－４－１ 045-960-3012

横浜北山田店 〒224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田２－１６－１３ 045-590-1277

中山とうきゅう店 〒226-0011 神奈川県横浜市緑区中山町３０４－１　（中山とうきゅう４階） 045-929-1667
鎌倉とうきゅう店 〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町１－２－１１（鎌倉とうきゅう６階） 0467-33-5171

鎌倉店 〒248-0032 神奈川県鎌倉市津６７０－３ 0467-31-8961

茅ヶ崎円蔵店 〒253-0084 神奈川県茅ヶ崎市円蔵１３４８－１ 0467-50-1133

葉山店 〒240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色１４６５－１ 046-878-6564

小田原店 〒250-0862 神奈川県小田原市成田４６６ 0465-36-3677

CA溝の口南口店 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝の口２－１－１ 044-862-8771

溝の口駅前店 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口１－３－１(ﾉｸﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ1-7階) 044-811-0105

上作店 〒213-0034 神奈川県川崎市高津区上作延２３４ 044-866-4332

梶ヶ谷店 〒213-0013 神奈川県川崎市高津区末長１２０－２ 044-888-6071

新城店 〒211-0045 神奈川県川崎市中原区上新城２－１１－２７ 044-755-6901

新城駅店 〒211-0045 神奈川県川崎市中原区上新城２－１－１７ 044-798-5011

星ヶ丘店 〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田６－３ 042-758-6121

文教堂LIVINよこすか店 238-0013 神奈川県横須賀市平成町３－２１－４リヴィンよこすか店内 046-821-6363

相模台店 〒252-0321 神奈川県相模原市南区相模台６－１７ 042-748-8144

あきる野とうきゅう店 〒197-0704 東京都あきる野市秋川１－１７－１（あきる野とうきゅう4階） 042-532-7470

河辺とうきゅう店 〒198-0036 東京都青梅市河辺町１０－７－１（河辺とうきゅう４階） 0428-84-0691

赤羽店 〒115-0045 東京都北区赤羽１－７－９(赤羽第一葉山ﾋﾞﾙ ﾒｯﾂ1･2階) ﾌﾞｯｸｽﾄｱ談 03-5249-2601

東小金井店 〒184-0012 東京都小金井市中町２－２３－２３（大丸ピーコック２階） 042-370-6681

大崎店 〒141-0032 東京都品川区大崎１－６－５　（大崎ニューシティ1階） 03-5719-6536

CA西小山駅店 〒142-0062 東京都品川区小山６丁目－３－１０　（西小山駅ビル1階　駅構内） 03-5749-4850

人形町店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町１－１８－１２ 03-5652-1769

練馬高野台 〒177-0033 東京都練馬区高野台１－７－１（ﾋﾟｰｺｯｸストア高野台店２階） 03-5923-7830

三鷹駅店 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀３－４６－４(三鷹ﾛﾝﾛﾝ4階) 0422-76-7588

カレッタ汐留店 〒105-7090 東京都港区東新橋１－８－２　(カレッタ汐留地下1階） 03-5537-6661

広尾店 〒106-0047 東京都港区南麻布４－１－２９　(広尾ガーデン２階） 03-5475-1316

西葛西店 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西６－８－１０ 03-3689-3621

東陽町店 〒135-0016 東京都江東区東陽４－１２－３０ 〔西友東陽町店３階） 03-5634-8118

東陽町駅前店 〒135-0016 東京都江東区東陽４－１－７(佐藤ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1階) 03-5677-3313
CA青山一丁目店 〒107-0062 東京都港区青山1丁目１－１(新青山ビル地下1階　Ｂ１５４） 03-5785-1976

赤坂店 〒107-0052 東京都港区赤坂２－１４－１７(国際新赤坂ﾋﾞﾙ東館１階) 03-5573-4321

代々木上原駅店 〒151-0066 東京都渋谷区西原３－８－５  (アコルデ代々木上原２階） 03-5738-2191

小金井店 〒184-0014 東京都小金井市貫井南町１－８ 042-386-0161

小平店 〒187-0042 東京都小平市仲町４３９ 042-343-9229

経堂店 〒156-0051 東京都世田谷区宮坂２－１９－５(大丸ﾋﾟｰｺｯｸ地下1階) 03-5451-7601

糀谷店 〒144-0047 東京都大田区萩中２－１２(ﾏﾙｴﾂ新糀谷店2階) 03-5735-9791

中野坂上店 〒164-0012 東京都中野区本町２－４６－１(中野坂上ｻﾝﾌﾞﾗｲﾄﾂｲﾝ1階) 03-5358-5285

新中野店 〒164-0012 東京都中野区本町４－４８－１３ 03-3384-7736

つくし野東急店 〒194-0001 東京都町田市つくし野1丁目30番1号　東急ストア2階 042-850-5418

成瀬店 〒194-0045 東京都町田市南成瀬１－３－４ 042-728-0936

木曽店 〒194-0033 東京都町田市木曽西３－４－３ 042-789-7200

成増店 〒175-0094 東京都板橋区成増１－２９－１５ 03-5383-7379

西台店 〒174-0046 東京都板橋区蓮根３－９ 03-5392-3003

グリーンコート店 〒113-0021 東京都文京区本駒込２－２８－１０(文京ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄ.ｲｰｽﾄｳｨﾝｸﾞ) 03-5977-1151

文教堂六本木ヒルズ店 〒106-6104 東京都港区六本木6-10-1　六本木ヒルズ　ウェストウォーク4階 03-6434-7820

王子神谷店 〒114-0002 東京都北区王子５－２(ﾀｼﾞﾏｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2階) 03-5902-7477

ＣＡ鷺ノ宮駅店 〒165-0032 東京都中野区鷺宮三丁目15-1 西武新宿線 鷺ノ宮駅構内 03-5364-9381

武蔵小金井店 〒184-0004 
東京都小金井市本町6丁目14番45号 セレオ武蔵小金井2階 042-316-4315

大仁店 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京１５２－３ 0558-76-7611

伊東店 〒414-0051 静岡県伊東市吉田１０２６ 0557-33-3100

弥富店 〒490-1406 愛知県弥富市鍋平２－３１ 0567-56-3025

コジマブックス文教堂茨木店 〒567-0829 大阪府茨木市双葉町５－３(コジマ茨木店３階） 072-637-0350

中之島フェスティバルプラザ店 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島２－３－１８（中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾌﾟﾗｻﾞ地下１階） 06-4706-5285

淀屋橋店 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋４－１－１（淀屋橋odona2階） 06-4707-3355

キャップ書店　河内長野店 〒586-0015 大阪府河内長野市本町24-1　ノバティながの北館４Ｆ 0721-56-4946

キャップ書店　千林店 〒535-0002 大阪府大阪市旭区大宮3-19-3　サンベルファム　１Ｆ 06-6954-4946

キャップ書店　オーク２番街店 〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天1-2-2-200　オーク２番街　２Ｆ 06-6577-1210

キャップ書店　王寺店 〒636-0003 奈良県北葛城郡王寺町久度2-2-1　リーベル王寺東館３Ｆ 0745-34-2346

キャップ書店　立花店 〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1-1-1　立花ジョイタウン　３F 06-6412-4946

キャップ書店　逆瀬川店 〒665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川1-2-1　アピカ１－１F 0797-76-4611

●アニメガ

新宿マルイアネックス店 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-26　マイルアネックス　７Ｆ 03-5312-6171

天神ロフト店 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通4-9-25　天神ロフト７階 092-791-3357

仙台ロフト店 〒970-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－１０－１０　仙台ロフト７階 022-796-7762

池袋サンシャインアルタ店 〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1-3　池袋サンシャインシティ アルタ １Ｆ 03-6912-7221

新宿アルタ店 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-24-3 新宿アルタ6F 03-5315-4515

町田店　 〒194-0013 東京都町田市原町田6-6-14　Ｂ２ 042-851-7272

静岡１０９店 〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町6番地1 SHIZUOKA109　4F 054-653-6151

京都店 〒600-7005 京都府京都市下京区四条通柳馬場東入ｴｲｼﾝﾋﾞﾙ 075-255-0654



高松店 〒760-0054 香川県高松市常磐町1丁目3番地1　ことでん瓦町ビル　6F 087-813-1319

松本店 〒390-0815 長野県松本市深志1丁目3－11 コングロM 3階 0263-88-7545

横浜ビブレ店 〒220-8577 神奈川県横浜市西区南幸2-15-13 横浜ビブレ店 ８Ｆ 045-620-0970

京王八王子店 〒192-0046 東京都八王子市明神町3-27-1 京王八王子SC ９F 042-656-7148

水戸店 〒310-0015 茨城県水戸市宮町1-2-4 丸井水戸店9階 029-302-7073

札幌大通駅店 〒060-0061 北海道札幌市中央区南１条西４丁目　日之出ビルB1 011-200-5655

札幌パルコ店 〒060-0061　 北海道札幌市中央区南1条西3丁目3番地札幌パルコ6F 011-211-1278

熊谷ニットーモール店 〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座２丁目２４５番　ニットーモール４F 048-520-2031

函館昭和店 〒041-0812 北海道函館市昭和1-29-3　函館昭和タウンプラザ内 011-200-5655

二子玉川店 〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1二子玉川ライズＳ.Ｃ.ﾀｳﾝﾌﾛﾝﾄ6Ｆ 03-5797-5168

名古屋店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目3番1号 丸栄2階 052-263-0023

武蔵境駅前店 〒170-0023 東京都武蔵野市境南町2-2-3 0422-39-3105

ヴィーナスフォート店 〒135-0064 東京都江東区青海１丁目３番１５号　ヴィーナスフォート３F 03-6457-1197

市原店 〒290-0064 千葉県市原市東五所6-12 0436-43-0979

南大沢店 〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-28-1　ガレリア・ユギ ５階 042-679-8190

心斎橋OPA店 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目4-3　心斎橋ＯＰＡ　7F 06-4708-4337

琴似駅前店 〒063-0812 北海道札幌市西区琴似2条1丁目1-20 011-631-8421

札幌西岡店 〒062-0033 北海道札幌市豊平区西岡3条5丁目5-2　ＲＺＰ文教堂内 011-858-4560

渋谷ココチ店　 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-23-16 cocoti SHIBUYA 2F 03-6712-6274

梅田ロフト店 〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-17　梅田ロフト７階 092-791-5615

福岡パルコ店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目11－1　福岡パルコ ７階 044-888-2521

三宮店  〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目9-1-201-2 センタープラザ2F  078-335-5801

京都ロフト店  〒604-8031 京都府京都市中京区 河原町通三条下ル大黒町58番地　ミーナ京都　京都ロフト店内　B1F 075-255-6210

豊橋店  〒440-8517 愛知県豊橋市広小路1-6 精文館書店本店3Fコミック館内 0532-54-2345


