
魔法使いの嫁図書カード　取扱い店舗一覧

都道府県 サイト掲載用店舗名 郵便番号 住所

北海道 コーチャンフォー新川通り店 001-0923 北海道札幌市北区新川3条18丁目
北海道 文教堂書店札幌ルーシー店 003-0021 北海道札幌市白石区栄通り185
北海道 アニメガ新札幌DUO店 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目62DUO14階
北海道 コーチャンフォー美しが丘店 004-0811 北海道札幌市清田区美しが丘1条5丁目
北海道 文教堂書店北野店 004-0863 北海道札幌市清田区北野3条21355
北海道 文教堂書店新札幌DUO店 004-8515 北海道札幌市厚別区厚別中央2条5丁目62(新さっぽろｱｰｸｼﾃｨﾃﾞｭｵ14階)
北海道 文教堂書店北４９条店 007-0849 北海道札幌市東区北49条東8丁目35
北海道 文教堂書店新道店 007-0870 北海道札幌市東区伏古10条521
北海道 文教堂書店函館テーオー店 040-0015 北海道函館市梁川町1025(ﾃｰｵｰﾃﾞﾊﾟｰﾄ4階)
北海道 アニメガ函館昭和店 041-0812 北海道函館市昭和1293函館昭和ﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ内
北海道 文教堂書店湯ノ川店 042-0932 北海道函館市湯川町13415(ｺｰﾌﾟ湯川店2階)
北海道 文教堂書店さっぽろ駅店 060-0004 北海道札幌市中央区北4条西41(札幌国際ﾋﾞﾙ地下3階)
北海道 三省堂書店札幌店 060-0005 北海道札幌市中央区北五条西25JRﾀﾜｰ札幌ｽﾃﾗﾌﾟﾚｲｽ5F
北海道 アニメガ札幌大通駅店 060-0061 北海道札幌市中央区南1条西4丁目日之出ﾋﾞﾙB1
北海道 アニメガ札幌パルコ店 060-061 北海道札幌市中央区南1条西3丁目3番地札幌ﾊﾟﾙｺ6F
北海道 アニメガ札幌西岡店 062-0033 北海道札幌市豊平区西岡3条5丁目52RZP文教堂内
北海道 コーチャンフォーミュンヘン大橋店 062-0921 北海道札幌市豊平区中の島1条13丁目
北海道 文教堂書店平岸店 062-8642 北海道札幌市豊平区平岸3条2124
北海道 文教堂書店西野３条店 063-0033 北海道札幌市西区西野3条48
北海道 アニメガ琴似駅前店 063-0812 北海道札幌市西区琴似2条1丁目120
北海道 文教堂書店札幌すすきの店 064-0704 北海道札幌市中央区南4条西41(ｽｽｷﾉﾗﾌｨﾗ5階)
北海道 文教堂書店宮の森店 064-0953 北海道札幌市中央区宮の森3条1535
北海道 文教堂書店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)
北海道 文教堂書店新千歳空港店 066-0012 北海道千歳市美々(新千歳空港内)
北海道 文教堂書店千歳店 066-0062 北海道千歳市千代田町717893(ﾍﾟｳﾚ千歳3階)
北海道 コーチャンフォー旭川店 078-8391 北海道旭川市宮前1条2丁目4番1号
北海道 コーチャンフォーグループルート38号店 084-0906 北海道釧路市鳥取大通り9丁目
北海道 コーチャンフォー釧路店 085-0813 北海道釧路市春採7丁目1番24号
北海道 コーチャンフォーグループ根室店 087-0022 北海道根室市昭和町4丁目
北海道 コーチャンフォーグループ運動公園通り店 088-0621 北海道釧路郡釧路町桂木3丁目
北海道 コーチャンフォー北見店 090-0012 北海道北見市並木町521
青森県 文教堂書店つがる柏店 038-3107 青森県つがる市柏稲盛幾世41(ｼﾞｬｽｺ柏店2階)
青森県 文教堂書店八戸駅店 039-1101 青森県八戸市尻内町字舘田22
宮城県 アニメガ仙台ロフト店 970-0021 宮城県仙台市青葉区中央11010仙台ﾛﾌﾄ7階
宮城県 bookexpress仙台店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央111JR仙台駅構内3階(新幹線中央口改札内)
宮城県 bookexpress仙台北口店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央111JR仙台駅構内2階(改札外)
福島県 bookexpress福島東口店 960-8031 福島県福島市栄町11JR福島駅構内(改札外)
福島県 みどり書房福島南店 960-8153 福島県福島市黒岩字浜井場241
福島県 みどり書房白河店 961-0054 福島県白河市北中川原1611
福島県 みどり書房桑野店 963-8025 福島県郡山市下亀田1616
福島県 みどり書房イオンタウン郡山店 963-8812 福島県郡山市松木町288ｲｵﾝﾀｳﾝ郡山
福島県 みどり書房二本松店 969-1404 福島県二本松市油井字福岡1331
新潟県 文教堂書店新井店 944-0007 新潟県妙高市栗原5126
新潟県 蔦屋書店新発田店 957-0063 新潟県新発田市新栄町3131
東京都 HINT INDEX BOOK ecute東京店 100-0005 東京都千代田区丸の内191JR東京駅構内1階ｻｳｽｺｰﾄ内(丸の内中央口そば)
東京都 book express 東京駅京葉ストリート店 100-0005 東京都千代田区丸の内191JR東日本東京駅構内1階 京葉ｽﾄﾘｰﾄ内(八重洲南口改札内)

東京都 BOOK EXPRESS　くすりSTATION グランスタ東京店 100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1JR東日本東京駅丸の内地下改札内
東京都 三省堂書店秋葉原店 101-0021 東京都千代田区外神田1176ｱﾄﾚ秋葉原12階
東京都 BOOK EXPRESS 秋葉原1号 101-0021 東京都千代田区外神田1-17-6JR秋葉原駅構内(改札内)
東京都 文教堂書店市ヶ谷店 102-0076 東京都千代田区五番町31(五番町ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ内)
東京都 文教堂書店人形町店 103-0013 東京都中央区日本橋人形町11812
東京都 文教堂書店浜松町店 105-6102 東京都港区浜松町241(世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ別館2階)
東京都 文教堂書店カレッタ汐留店 105-7090 東京都港区東新橋182(ｶﾚｯﾀ汐留地下1階)
東京都 文教堂書店広尾店 106-0047 東京都港区南麻布4129(広尾ｶﾞｰﾃﾞﾝ2階)
東京都 文教堂書店文教堂六本木ヒルズ店 106-6104 東京都港区六本木6101六本木ﾋﾙｽﾞｳｪｽﾄｳｫｰｸ4階
東京都 文教堂書店赤坂店 107-0052 東京都港区赤坂21417(国際新赤坂ﾋﾞﾙ東館1階)
東京都 文教堂書店CA青山一丁目店 107-0062 東京都港区青山1丁目11(新青山ﾋﾞﾙ地下1階B154)
東京都 bookexpress ecute品川 South店 108-0074 東京都港区高輪32627JR東日本品川駅構内ｴｷｭｰﾄ品川ｻｳｽ内
東京都 bookexpress ecute上野店 110-0005 東京都台東区上野711JR東日本上野駅構内3階ｴｷｭｰﾄ上野内
東京都 蔦屋書店上野店 110-0005 東京都台東区上野277
東京都 文教堂書店グリーンコート店 113-0021 東京都文京区本駒込22810(文京ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄ.ｲｰｽﾄｳｨﾝｸﾞ)
東京都 文教堂書店王子神谷店 114-0002 東京都北区王子52(ﾀｼﾞﾏｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2階)
東京都 bookexpress ecute赤羽店 115-0045 東京都北区赤羽111JR東日本赤羽駅北改札口内
東京都 文教堂書店赤羽店 115-0045 東京都北区赤羽179(赤羽第一葉山ﾋﾞﾙﾒｯﾂ1･2階)ﾌﾞｯｸｽﾄｱ談
東京都 リブロecute日暮里店 116-0013 東京都荒川区西日暮里219JR東日本日暮里駅構内
東京都 文教堂書店青戸店 125-0062 東京都葛飾区青戸3361
東京都 三省堂書店東京ソラマチ店 131-0045 東京都墨田区押上112東京ｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ･ｿﾗﾏﾁ2階
東京都 文教堂書店西葛西店 134-0088 東京都江戸川区西葛西6810
東京都 文教堂書店東陽町店 135-0016 東京都江東区東陽41230〔西友東陽町店3階)
東京都 文教堂書店東陽町駅前店 135-0016 東京都江東区東陽417(佐藤ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1階)
東京都 アニメガ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
東京都 BOOK EXPRESS 大崎 141-0032 東京都品川区大崎1-21-4JR大崎駅構内(北改札口内)
東京都 文教堂書店大崎店 141-0032 東京都品川区大崎165(大崎ﾆｭｰｼﾃｨ1階)
東京都 文教堂書店CA西小山駅店 142-0062 東京都品川区小山6丁目310(西小山駅ﾋﾞﾙ1階駅構内)
東京都 文教堂書店糀谷店 144-0047 東京都大田区萩中212(ﾏﾙｴﾂ新糀谷店2階)
東京都 アニメガ渋谷ココチ店 150-0002 東京都渋谷区渋谷12316cocotiSHIBUYA2F
東京都 SHIBUYA　TSUTAYA 150-0042 東京都渋谷区宇多川町216
東京都 bookexpress渋谷店 150-0043 東京都渋谷区道玄坂111JR渋谷駅構内(埼京線乗換通路)
東京都 bookshelf　NEWoMan 新宿店 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷52455NEWoManｴｷﾅｶ2F
東京都 文教堂書店代々木上原駅店 151-0066 東京都渋谷区西原385(ｱｺﾙﾃﾞ代々木上原2階)
東京都 TSUTAYA三軒茶屋店 154-0004 東京都世田谷区太子堂411ｷｬﾛｯﾄﾀﾜｰ2F
東京都 三省堂書店下北沢店 155-0031 東京都世田谷区北沢22521ﾋﾟｰｺｯｸｽﾄｱ下北沢店3
東京都 文教堂書店経堂店 156-0051 東京都世田谷区宮坂2195(大丸ﾋﾟｰｺｯｸ地下1階)
東京都 三省堂書店経堂店 156-0052 東京都世田谷区経堂2133経堂ｺﾙﾃｨ2階
東京都 アニメガ二子玉川店 158-0094 東京都世田谷区玉川2‐21‐1二子玉川ﾗｲｽﾞS.C.ﾀｳﾝﾌﾛﾝﾄ6F
東京都 bookexpress新宿南口店 160-0022 東京都新宿区新宿3381JR新宿駅構内(南口改札内)
東京都 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3126ﾏｲﾙｱﾈｯｸｽ7F
東京都 アニメガ新宿アルタ店 160-0022 東京都新宿区新宿3243新宿ｱﾙﾀ6F
東京都 文教堂書店中野坂上店 164-0012 東京都中野区本町2461(中野坂上ｻﾝﾌﾞﾗｲﾄﾂｲﾝ1階)
東京都 文教堂書店新中野店 164-0012 東京都中野区本町44813
東京都 文教堂書店ＣＡ鷺ノ宮駅店 165-0032 東京都中野区鷺宮三丁目151西武新宿線鷺ﾉ宮駅構内
東京都 BOOK EXPRESS アトレヴィ巣鴨 170-0002 東京都豊島区巣鴨1-16-8ｱﾄﾚヴｨ巣鴨4階
東京都 bookexpress駒込店 170-0003 東京都豊島区駒込211JR駒込駅構内(北口改札内)
東京都 TSUTAYA　IKEBUKURO　AKビル店 170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目2−9
東京都 アニメガ武蔵境駅前店 170-0023 東京都武蔵野市境南町223
東京都 アニメガ池袋サンシャインアルタ店 170-8630 東京都豊島区東池袋313池袋ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨｱﾙﾀ1F
東京都 文教堂書店西台店 174-0046 東京都板橋区蓮根39
東京都 文教堂書店成増店 175-0094 東京都板橋区成増12915
東京都 文教堂書店練馬高野台 177-0033 東京都練馬区高野台171(ﾋﾟｰｺｯｸｽﾄｱ高野台店2階)
東京都 文教堂書店三鷹駅店 181-0013 東京都三鷹市下連雀3464(三鷹ﾛﾝﾛﾝ4階)
 東京都 文教堂書店武蔵小金井店 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
東京都 文教堂書店東小金井店 184-0012 東京都小金井市中町22323(大丸ﾋﾟｰｺｯｸ2階)



都道府県 サイト掲載用店舗名 郵便番号 住所

東京都 文教堂書店小金井店 184-0014 東京都小金井市貫井南町18
東京都 文教堂書店小平店 187-0042 東京都小平市仲町439
東京都 オリオン書房ノルテ店 190-0012 東京都立川市曙町2421ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰ3F
東京都 オリオン書房ルミネ立川店 190-0012 東京都立川市曙町211ﾙﾐﾈ立川8F
東京都 アニメガ京王八王子店 192-0046 東京都八王子市明神町3271京王八王子SC9F
東京都 アニメガ南大沢店 192-0364 東京都八王子市南大沢2281ｶﾞﾚﾘｱ･ﾕｷﾞ5階
東京都 文教堂書店つくし野東急店 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
東京都 アニメガ町田店 194-0013 東京都町田市原町田6614B2
東京都 文教堂書店木曽店 194-0033 東京都町田市木曽西343
東京都 文教堂書店成瀬店 194-0045 東京都町田市南成瀬134
東京都 BOOK EXPRESS ディラ拝島 196-0003 東京都昭島市松原町4-14-4JR拝島駅ﾃﾞｨﾗ拝島内(改札内)
東京都 文教堂書店あきる野とうきゅう店 197-0704 東京都あきる野市秋川1171(あきる野とうきゅう4階)
東京都 文教堂書店河辺とうきゅう店 198-0036 東京都青梅市河辺町1071(河辺とうきゅう4階)
東京都 コーチャンフォー若葉台店 206-0824 東京都稲城市若葉台2丁目9−2
東京都 オリオン書房イオンモールむさし村山店 208-0022 東京都武蔵村山市榎1丁目1番3号3011ｲｵﾝﾓｰﾙむさし村山3F
神奈川県 文教堂書店新城店 211-0045 神奈川県川崎市中原区上新城21127
神奈川県 文教堂書店新城駅店 211-0045 神奈川県川崎市中原区上新城2117
神奈川県 文教堂書店CA溝の口南口店 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝の口211
神奈川県 文教堂書店溝の口駅前店 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口131(ﾉｸﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ17階)
神奈川県 文教堂書店溝ノ口本店 213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3128
神奈川県 文教堂書店梶ヶ谷店 213-0013 神奈川県川崎市高津区末長1202
神奈川県 文教堂書店上作店 213-0034 神奈川県川崎市高津区上作延234
神奈川県 文教堂書店向ヶ丘駅前店 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸2735(中和ﾋﾞﾙ2階)
神奈川県 文教堂書店登戸駅店 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸3435
神奈川県 リブロ横浜ジョイナス店 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸151横浜ｼﾞｮｲﾅｽ3F
神奈川県 BOOK EXPRESS 横浜南口 220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-16-1JR横浜駅構内(南改札内)
神奈川県 文教堂書店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234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

神奈川県 アニメガ横浜ビブレ店 220-8577 神奈川県横浜市西区南幸21513横浜ﾋﾞﾌﾞﾚ店8F
神奈川県 文教堂書店横浜北山田店 224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田21613
神奈川県 文教堂書店あざみ野東急店 225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野211
神奈川県 文教堂書店CA江田駅店 225-0013 神奈川県横浜市青葉区荏田町2360
神奈川県 文教堂書店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254(すすき野とうきゅう2階)
神奈川県 文教堂書店中山とうきゅう店 226-0011 神奈川県横浜市緑区中山町3041(中山とうきゅう4階)
神奈川県 文教堂書店桂台店 227-0034 神奈川県横浜市青葉区桂台241
神奈川県 bookexpressCIAL桜木町店 231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町11JR桜木町駅構内ｼｧﾙ桜木町内(改札外)
神奈川県 精文館書店 下永谷店 233-0016 神奈川県横浜市港南区下永谷5318
神奈川県 文教堂書店杉田とうきゅう店 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田1171(杉田とうきゅう3階)
神奈川県 アニメガ横須賀MORE'S店 238-0007 神奈川県横須賀市若松町2-30ﾖｺｽｶﾓｱｰｽﾞｼﾃｨ7F
神奈川県 文教堂書店文教堂LIVINよこすか店 238-0013 神奈川県横須賀市平成町3214ﾘヴｨﾝよこすか店内
神奈川県 文教堂書店葉山店 240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色14651
神奈川県 文教堂書店上白根店 241-0002 神奈川県横浜市旭区上白根719
神奈川県 文教堂書店鶴ヶ峰店 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰230
神奈川県 文教堂書店中央林間店 242-0007 神奈川県大和市中央林間463ｴﾄﾓ中央林間2F
神奈川県 三省堂書店海老名店 243-0432 神奈川県海老名市中央111ViNAWALK1番館4F
神奈川県 文教堂書店Ｒ４１２店 243-0816 神奈川県厚木市林1210
神奈川県 文教堂書店立場店 245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西11(ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ立場店3階)
神奈川県 精文館書店 下瀬谷店 246-0035 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷21813
神奈川県 BOOK EXPRESS アトレ大船 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間町1-8-1JR大船駅ﾃﾞｨﾗ大船内(改札内)
神奈川県 文教堂書店栄上郷店 247-0023 神奈川県横浜市栄区長倉町113871
神奈川県 文教堂書店大船モール店 247-0072 神奈川県鎌倉市岡本11881(ｺｰﾅﾝ鎌倉大船ﾓｰﾙ2階)
神奈川県 文教堂書店鎌倉とうきゅう店 248-0006 神奈川県鎌倉市小町1211(鎌倉とうきゅう6階)
神奈川県 文教堂書店鎌倉店 248-0032 神奈川県鎌倉市津6703
神奈川県 文教堂書店小田原店 250-0862 神奈川県小田原市成田466
神奈川県 bookexpressリエール藤沢店 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢12ﾘｴｰﾙ藤沢3階
神奈川県 文教堂書店ひばりが丘店 252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘14521
神奈川県 文教堂書店入谷店 252-0024 神奈川県座間市入谷14051
神奈川県 文教堂書店城山店 252-0102 神奈川県相模原市緑区原宿281
神奈川県 文教堂書店星ヶ丘店 252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田63
神奈川県 文教堂書店相模台店 252-0321 神奈川県相模原市南区相模台617
神奈川県 文教堂書店湘南とうきゅう店 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)
神奈川県 文教堂書店茅ヶ崎円蔵店 253-0084 神奈川県茅ヶ崎市円蔵13481
神奈川県 文教堂書店平塚駅店 254-0707 神奈川県平塚市代官町11(ｴｷｽﾄ湘南平塚3階)
神奈川県 文教堂書店平塚店 255-0001 神奈川県中郡大磯町高麗3228
神奈川県 文教堂書店秦野駅前店 257-0034 神奈川県秦野市大秦町11
神奈川県 文教堂書店伊勢原とうきゅう店 259-1132 神奈川県伊勢原市桜台133(伊勢原とうきゅう4階)
神奈川県 文教堂書店渋沢駅前店 259-1315 神奈川県秦野市柳町1223
千葉県 精文館書店 仁戸名店 260-0801 千葉県千葉市中央区仁戸名町72034
千葉県 三省堂書店千葉そごう千葉店 260-8557 千葉県千葉市中央区新町1000番そごう千葉店9F
千葉県 三省堂書店カルチャーステーション千葉店 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２丁目３−１ 塚本大千葉ビル
千葉県 精文館書店 花見川店 262-0045 千葉県千葉市花見川区作新台61928
千葉県 文教堂書店小倉台店 264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町1754
千葉県 精文館書店 おゆみ野店 266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央2138
千葉県 精文館書店 イオンおゆみ野店 266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南5371(ｲｵﾝﾀｳﾝおゆみ野内)
千葉県 bookexpress南流山店 270-0163 千葉県流山市南流山125JR南流山駅構内(改札内)
千葉県 WonderGOO 千葉ＮＴＢ 270-1331 千葉県印西市牧の原13
千葉県 文教堂書店馬橋駅前店 271-0051 千葉県松戸市馬橋西ﾉ下981
千葉県 文教堂書店行徳店 272-0133 千葉県市川市行徳駅前1191(西友行徳店4階)
千葉県 bookexpressディラ西船橋店 273-0031 千葉県船橋市西船4277JR西船橋駅ﾃﾞｨﾗ西船橋3階(改札内)
千葉県 文教堂書店下総中山駅店 273-0035 千葉県船橋市本中山21720
千葉県 文教堂書店東習志野店 274-0071 千葉県船橋市習志野521
千葉県 文教堂書店八千代緑が丘駅店 276-0049 千葉県八千代市緑が丘111043
千葉県 文教堂書店浦安西友店 279-0002 千葉県浦安市北栄1141(西友浦安店ﾊﾟｰﾄ24階)
千葉県 文教堂書店CA浦安駅店 279-0002 千葉県浦安市北栄1131東京ﾒﾄﾛ東西線浦安駅構内
千葉県 文教堂書店ユーカリが丘店 285-0858 千葉県佐倉市ﾕｰｶﾘが丘41(ﾕｰｶﾘﾌﾟﾗｻﾞ4階)
千葉県 WonderGOO 富里店Ｂ 286-0221 千葉県富里市七栄1005番地5
千葉県 文教堂書店八街店 289-1104 千葉県八街市文違字文違野301162
千葉県 精文館書店 辰巳台店 290-0003 千葉県市原市辰巳台東12
千葉県 精文館書店 市原五井店 290-0050 千葉県市原市更級4124
千葉県 アニメガ市原店 290-0064 千葉県市原市東五所612
千葉県 精文館書店 木更津店 292-0044 千葉県木更津市太田251
千葉県 WonderGOO 茂原店 297-0016 千葉県茂原市木崎2272
千葉県 文教堂書店茂原店 297-0026 千葉県茂原市茂原10
茨城県 WonderGOO 守谷店Ｂ 302-0127 茨城県守谷市松ヶ丘664
茨城県 WonderGOO つくば店Ｂ 305-0817 茨城県つくば市研究学園7丁目541
茨城県 WonderGOO 下館店 308-0052 茨城県筑西市菅谷字石堀1513
茨城県 アニメガ水戸店 310-0015 茨城県水戸市宮町124丸井水戸店9階
茨城県 WonderGOO 水戸笠原Ｂ 310-0852 茨城県水戸市笠原4772
茨城県 文教堂書店鹿島店 314-0115 茨城県神栖市知手292923
茨城県 WonderGOO 鹿島店Ｂ 314-0135 茨城県神栖市堀割3320
茨城県 WonderGOO 日立中央店 316-0036 茨城県日立市鮎川町133
茨城県 WonderGOO 日立田尻Ｂ 319-1416 茨城県日立市田尻町5142
茨城県 WonderGOO 北茨城店Ｂ 319-1559 茨城県北茨城市中郷町上桜井2268
茨城県 WonderGOO 常陸大宮Ｂ 319-2135 茨城県常陸大宮市石沢梶内1802
栃木県 うさぎやTSUTAYA作新学院前店 320-0046 栃木県宇都宮市西一の沢21
栃木県 うさぎやTSUTAYA宇都宮戸祭店 320-0051 栃木県宇都宮市上戸祭町365
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栃木県 うさぎやTSUTAYA宇都宮鶴田店 320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町34141
栃木県 ビッグワンTSUTAYA宇都宮南店 321-0147 栃木県宇都宮市針ｹ谷町4727
栃木県 うさぎやTSUTAYA宇都宮東簗瀬店 321-0925 栃木県宇都宮市東簗瀬1413
栃木県 うさぎやTSUTAYA宇都宮駅東口店 321-0954 栃木県宇都宮市元今泉41916
栃木県 TSUTAYA宇都宮竹林店 321-0974 栃木県宇都宮市竹林町5491
栃木県 うさぎやTSUTAYA宇都宮テクノ店 321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜4139
栃木県 うさぎやTSUTAYA益子店 321-4217 栃木県芳賀郡益子町大字益子2007
栃木県 WonderGOO 真岡店Ｂ 321-4332 栃木県真岡市大谷新町186
栃木県 ビッグワンTSUTAYA鹿沼店 322-0024 栃木県鹿沼市晃望台221
栃木県 文教堂書店CA小山駅店 323-0025 栃木県小山市城山町3322小山駅構内｢DiLa小山｣
栃木県 文教堂書店小山駅ビル店 323-0025 栃木県小山市城山町3322(小山駅ﾋﾞﾙVAL3階)
栃木県 ハートブックス若草本店 324-0021 栃木県大田原市若草1721
栃木県 うさぎやTSUTAYA栃木城内店 328-0033 栃木県栃木市城内町2623
栃木県 うさぎやTSUTAYA自治医大店 329-0403 栃木県下野市医大前311
栃木県 ビッグワンさくら店 329-1312 栃木県さくら市櫻野505
栃木県 TSUTAYA400号西那須野店 329-2735 栃木県那須塩原市太夫塚62328
埼玉県 BOOK EXPRESS Dila大宮 331-0851 埼玉県さいたま市大宮区錦町630JR大宮駅ﾃﾞｨﾗ大宮内(北改札内)
埼玉県 文教堂書店川口朝日町店 332-0001 埼玉県川口市朝日町413
埼玉県 文教堂書店川口駅店 332-0015 埼玉県川口市川口111(ｷｭﾎﾟﾗ3階)
埼玉県 文教堂書店東川口店 333-0811 埼玉県川口市戸塚33514
埼玉県 文教堂書店まるひろ南浦和店 336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町174(まるひろ南浦和店4階)
埼玉県 TSUTAYAハレノテラス東大宮店 337-0006 埼玉県さいたま市見沼区島町393ﾊﾚﾉﾃﾗｽD棟
埼玉県 文教堂書店東大宮駅ビル店 337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4761
埼玉県 文教堂書店岩槻店 339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町251(ﾔｵｺｰ岩槻西町店2階)
埼玉県 文教堂書店蓮田店 349-0141 埼玉県蓮田市西新宿5164
埼玉県 WonderGOO 川越店 350-1106 埼玉県川越市大字小室3851
埼玉県 文教堂書店狭山店 350-1304 埼玉県狭山市狭山台14
埼玉県 文教堂書店朝霞マルエツ店 351-0011 埼玉県朝霞市本町1121(ﾏﾙｴﾂ朝霞店3階)
埼玉県 文教堂書店新座駅店 352-0011 埼玉県新座市野火止5311
埼玉県 うさぎやTSUTAYA新所沢店 359-1111 埼玉県所沢市緑町1111西部ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ
埼玉県 うさぎやTSUTAYA所沢山口店 359-1152 埼玉県所沢市大字山口大六天8083
埼玉県 アニメガ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
埼玉県 文教堂書店熊谷駅店 360-0037 埼玉県熊谷市筑波3丁目202番地2階
埼玉県 精文館書店 北本店 364-0014 埼玉県北本市二ｯ家4831
埼玉県 文教堂書店本庄店 369-0306 埼玉県児玉郡上里町七本木2558
群馬県 WonderGOO 高崎店 370-0073 群馬県高崎市緑町4丁目91
長野県 アニメガ松本店 390-0815 長野県松本市深志1丁目311ｺﾝｸﾞﾛM3階
静岡県 文教堂書店大仁店 410-2315 静岡県伊豆の国市田京1523
静岡県 精文館書店 御殿場店 412-0041 静岡県御殿場市茱萸沢955
静岡県 文教堂書店伊東店 414-0051 静岡県伊東市吉田1026
静岡県 アニメガ静岡１０９店 420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町6番地1SHIZUOKA1094F
静岡県 精文館書店 領家店 430-0852 静岡県浜松市中区領家3141
静岡県 精文館書店 豊田町店 438-0838 静岡県磐田市小立野11
愛知県 精文館書店 三ノ輪店 440-0837 愛知県豊橋市三ﾉ輪町字本興寺161
愛知県 精文館書店 本店 440-8517 愛知県豊橋市広小路16
愛知県 精文館書店 一宮店 441-1231 愛知県豊川市一宮町旭181
愛知県 精文館書店 新城店 441-1354 愛知県新城市片山字柴先6052
愛知県 精文館書店 二川店 441-3141 愛知県豊橋市大岩町字北山787
愛知県 精文館書店 新田原店 441-3421 愛知県田原市田原町晩田551
愛知県 精文館書店 汐田橋店 441-8087 愛知県豊橋市牟呂町字扇田85
愛知県 精文館書店 豊川店 442-0862 愛知県豊川市市田町大道下8
愛知県 精文館書店 蒲郡三谷店 443-0022 愛知県蒲郡市三谷北通6丁目228
愛知県 精文館書店 蒲郡店 443-0045 愛知県蒲郡市旭町2015
愛知県 精文館書店 幸田店 444-0103 愛知県額田郡幸田町大字大草字下六条531
愛知県 TSUTAYA　ウィングタウン岡崎店 444-0814 愛知県岡崎市羽根町字小豆坂3番地ｳｲﾝｸﾞﾀｳﾝ内
愛知県 精文館書店 新高浜店 444-1332 愛知県高浜市湯山町232
愛知県 精文館書店 西尾店 445-0852 愛知県西尾市花ﾉ木町455
愛知県 精文館書店 安城店 446-0001 愛知県安城市里町大道寺21
愛知県 三省堂書店名古屋本店 450-6608 愛知県名古屋市中村区名駅113ﾀｶｼﾏﾔｹﾞｰﾄﾀﾜｰﾓｰﾙ8F
愛知県 精文館書店 中島新町店 454-0932 愛知県名古屋市中川区中島新町36041
愛知県 TSUTAYA　バロー戸田店 454-0961 愛知県名古屋市中川区戸田明正二丁目110番地
愛知県 アニメガ名古屋店 460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目3番1号丸栄2階
愛知県 精文館書店 豊明店 470-1151 愛知県豊明市前後町宮前15001
愛知県 精文館書店 豊田プラザ店 471-0026 愛知県豊田市若宮町135
愛知県 精文館書店 新豊田店 471-0864 愛知県豊田市広路町1丁目15番地
愛知県 精文館書店 荒尾店 476-0003 愛知県東海市荒尾町別出ｼ13
愛知県 TSUTAYA　春日井店 486-0917 愛知県春日井市美濃町2丁目3番地
愛知県 TSUTAYA　瀬戸店 489-0971 愛知県瀬戸市西本地町2丁目222番地1
愛知県 文教堂書店弥富店 490-1406 愛知県弥富市鍋平231
愛知県 精文館書店 尾張一宮店 491-0025 愛知県一宮市羽衣2丁目51
愛知県 精文館書店 一宮南店 491-0847 愛知県一宮市大和町宮地花池出町裏64
愛知県 精文館書店 津島店 496-0803 愛知県津島市今市場町452
愛知県 ヨシヅヤ津島北テラス 精文館書店新津島店 496-0813 愛知県津島市片岡町60
岐阜県 TSUTAYA BOOK STORE　モレラ岐阜 501-0497 岐阜県本巣市三橋1100(ﾓﾚﾗ岐阜内)
三重県 TSUTAYA鈴鹿中央通店 513-0805 三重県鈴鹿市算所町字山之相4171
三重県 TSUTAYA　ミタス伊勢店 516-0008 三重県伊勢市船江1丁目1021
大阪府 文教堂書店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2318(中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾌﾟﾗｻﾞ地下1階)
大阪府 アニメガ梅田ロフト店 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町1617梅田ﾛﾌﾄ7階
大阪府 文教堂書店キャップ書店　千林店 535-0002 大阪府大阪市旭区大宮3193ｻﾝﾍﾞﾙﾌｧﾑ1F
大阪府 文教堂書店淀屋橋店 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋411(淀屋橋odona2階)
大阪府 蔦屋戎橋店 542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀1819
大阪府 アニメガ心斎橋OPA店 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目43心斎橋OPA7F
大阪府 蔦屋あべの橋店 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野2134
大阪府 文教堂書店キャップ書店　オーク２番街店 552-0007 大阪府大阪市港区弁天122200ｵｰｸ2番街2F
大阪府 文教堂書店コジマブックス文教堂茨木店 567-0829 大阪府茨木市双葉町53(ｺｼﾞﾏ茨木店3階)
大阪府 蔦屋香里園店 572-0085 大阪府寝屋川市香里新町3117
大阪府 蔦屋寝屋川Ｂ店 572-0838 大阪府寝屋川市八坂町1515ﾌﾚｽﾄ寝屋川店Ⅳ街区
大阪府 コミック館枚方 573-0032 大阪府枚方市岡東町121
大阪府 文教堂書店住道店 574-0026 大阪府大東市住道231(ｱﾙﾋﾞ住道2階)ﾌﾞｯｸｽﾄｱ談
大阪府 文教堂書店キャップ書店　河内長野店 586-0015 大阪府河内長野市本町241ﾉﾊﾞﾃｨながの北館4F
京都府 アニメガ京都店 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
京都府 三省堂書店京都駅店 600-8555 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ﾙ東塩小路町901京都駅ﾋﾞﾙ専門店街ｻﾞ･ｷｭｰﾌﾞB1F

奈良県 文教堂書店キャップ書店　王寺店 636-0003 奈良県北葛城郡王寺町久度221ﾘｰﾍﾞﾙ王寺東館3F
兵庫県 アニメガ三宮店 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目912012ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ2F
兵庫県 文教堂書店キャップ書店　立花店 660-0052 兵庫県尼崎市七松町111立花ｼﾞｮｲﾀｳﾝ3F
兵庫県 文教堂書店キャップ書店　逆瀬川店 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川121ｱﾋﾟｶ11F
香川県 アニメガ高松店 760-0054 香川県高松市常磐町1丁目3番地1ことでん瓦町ﾋﾞﾙ6F
福岡県 積文館書店積文館書店本城店 807-0803 福岡県北九州市八幡西区千代ｹ崎1丁目1−1
福岡県 アニメガ福岡パルコ店 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目111福岡ﾊﾟﾙｺ7階
福岡県 アニメガ天神ロフト店 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通4925天神ﾛﾌﾄ7階
福岡県 蔦屋書店コマーシャルモール博多 812-0896 福岡県福岡市博多区東光寺町
福岡県 積文館書店TSUTAYA積文館シュロアモール店 818-0024 福岡県筑紫野市原田836−6
福岡県 蔦屋書店イオンモール筑紫野 818-0042 福岡県筑紫野市立明寺434−1
福岡県 積文館書店TSUTAYA積文館書店八女店 834-0005 福岡県八女市大島182−1
佐賀県 積文館書店TSUTAYA積文館書店佐大通店 840-0047 佐賀県佐賀市与賀町70−1
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佐賀県 積文館書店積文館書店鹿島店 849-1311 佐賀県鹿島市高津原3639-1
熊本県 蔦屋書店熊本三年坂 860-0801 熊本県熊本市中央区安政町1−2
熊本県 蔦屋書店嘉島 861-3106 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池2232
宮崎県 蔦屋書店宮崎高千穂通り 880-0805 宮崎県宮崎市橘通東4丁目81


