北海道
リラィアブルブックス 運動公園通り店
蔦屋書店 木野店
弘栄堂書店 アピア店
未来屋書店 琴似店
未来屋書店 名寄店
ダイヤ書房 本店
アシーネ 麻生店
未来屋書店 苗穂店
くまざわ書店 アリオ札幌店
くまざわ書店 帯広店
くまざわ書店 函館店
くまざわ書店 帯広藤丸店
くまざわ書店 函館ポールスター店
くまざわ書店 東神楽店
くまざわ書店 手稲店
三省堂書店 札幌店
宮脇書店 旭川豊岡店
文教堂書店 新札幌ＤＵＯ店
文教堂 札幌大通駅店
文教堂書店 函館昭和店
青森県
くまざわ書店 八戸店
未来屋書店 十和田店
くまざわ書店 青森店
宮脇書店 青森店
岩手県
ブックスアメリカン 北上店
アニメイト 盛岡
さわや書店 フェザン店
宮脇書店 久慈店
ブックポートネギシ 本店
宮城県
金港堂 大河原店
ブックＴＯＷＮ 角田店
喜久屋書店 仙台店
未来屋書店 名取店
紀伊國屋書店 仙台店
アニメイト 仙台店
ブックエキスプレス 仙台北口店
ヤマト屋書店 中里店
くまざわ書店 エスパル仙台店
宮脇書店 仙台鈎取店
宮脇書店 佐沼店
秋田県
ミライア 本荘店
未来屋書店 中仙店
宮脇書店 イオン秋田中央店
宮脇書店 秋田本店

加賀谷書店 茨島店
山形県
こまつ書店 寿町本店
未来屋書店 天童店
宮脇書店 天童店
くまざわ書店 山形店
未来屋書店 山形南店
未来屋書店 三川店
福島県
ヤマニ書房 本店
岩瀬書店 富久山店
ブックエース イオンモールいわき小名浜店
ブックエース 植田店
ブックエース 内郷店
ブックエース 小名浜店
ブックエース 上荒川店
鹿島ブックセンター
アニメイト 郡山店
くまざわ書店 郡山エキナカ店
くまざわ書店 会津若松店
岩瀬書店 八木田店
岩瀬書店 福島駅西口店
スーパーブックス 新白河店
ＳＡＳＹＵ 鎌田店
ＴＳＵＴＡＹＡ ピアシティ石岡店
茨城県
ブックエース 見和店
ブックエース 茨大前店
ブックエース 酒門店
ブックエース 勝田東石川店
川又書店 県庁店
川又書店 エクセル店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＬＡＬＡガーデンつくば
ブックエース 日立鮎川店
ブックエース 坂東店
ブックエース 下妻店
ブックエース 下館店
ブックエース 総和店
ブックエース 結城店
ブックエース 東海店
ブックエース 新取手店
フタバ図書 ＴＥＲＡ守谷店
くまざわ書店 取手店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ イーアスつくば店
未来屋書店 つくば店
大地堂 ララルー店
三洋堂書店 石岡店
オークスブックセンター 土浦ピアタウン店
栃木県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 足利
ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ さくら店
進駸堂 ＩＹ店
くまざわ書店 宇都宮店
くまざわ書店 アピタ宇都宮店
くまざわ書店 アシコタウン
くまざわ書店 宇都宮インターパーク店
くまざわ書店 鹿沼店
宮脇書店 イオンタウン佐野店
群馬県
戸田書店 前橋本店
紀伊國屋書店 前橋店
戸田書店 ｉｎ Ｔｅｃｃ沼田店
くまざわ書店 伊勢崎店
埼玉県
一清堂
紀伊國屋書店 浦和パルコ店
ブックエース 春日部１６号線店
ブックエース 杉戸店
戸田書店 熊谷店
未来屋書店 大井店
ａｎｉｍａｔｅ 大宮
ブックファースト ルミネ川越店
紀伊國屋書店 入間丸広店
未来屋書店 大宮店
アニメイト ららぽーと富士見店
ｙｃｖｏｘ ワカバウォーク店
くまざわ書店 飯能店
くまざわ書店 和光店
くまざわ書店 ララガーデン川口店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ 菖蒲店
くまざわ書店 鷲宮店
くまざわ書店 東浦和店
くまざわ書店 的場店
くまざわ書店 上里店
三省堂書店 大宮店
未来屋書店 狭山店
文教堂書店 川口駅店
ＴＳＵＴＡＹＡ ハレノテラス東大宮店
精文館書店 北本店
千葉県
未来屋書店 成田店
くまざわ書店 津田沼店
ＢＯＯＫ ＥＸＰＲＥＳＳ ペリエ西船橋店
くまざわ書店 ららぽーと店
丸善 津田沼店
ブックエース 成田赤坂店
ジュンク堂書店 柏モディ店
紀伊國屋書店 流山店

紀伊國屋書店 セブンパークアリオ柏店
ａｎｉｍａｔｅ 柏
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
未来屋書店 柏店
ＴＳＵＴＡＹＡ 二十世紀ケ丘店
くまざわ書店 稲毛店
くまざわ書店 シャポー船橋店
くまざわ書店 松戸店
くまざわ書店 公津店
くまざわ書店 蘇我店
くまざわ書店 馬込沢店
くまざわ書店 ペリエ千葉エキナカ店
くまざわ書店 柏高島屋店
くまざわ書店 ペリエ千葉本店
くまざわ書店 松戸新田店
くまざわ書店 新鎌ケ谷店
くまざわ書店 木更津店
くまざわ書店 モラージュ柏店
宮脇書店 印西牧の原店
宮脇書店 検見川浜店
文教堂書店 浦安西友店
オークスブックセンター 横芝光店
未来屋書店 ユーカリが丘店
有隣堂 アトレ新浦安店
三洋堂書店 岬店
三洋堂書店 市原牛久店
精文館書店 おゆみ野店
ＴＳＵＴＡＹＡ 市原五井店
精文館書店 木更津店
精文館書店 花見川店
東京都
有隣堂 豊洲店
くまざわ書店コミックランドビーワン錦糸町
明正堂 アトレ上野店
リブロ 国領店
ブックファースト 六本木店
くまざわ書店八王子店 コミックランドビーワン
有隣堂 アトレ恵比寿店
ＳＨＩＢＵＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ
くまざわ書店 池袋店
アニメイト 吉祥寺パルコ
啓文堂書店 吉祥寺店
ブックスルーエ
あゆみＢｏｏｋｓ 平和台店
ブックファースト 中野店
ブックファースト ルミネ新宿店
八重洲ブックセンター アリオ葛西店
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芳林堂書店 高田馬場店
オリオン書房 ルミネ立川店
紀伊國屋書店 新宿本店コミック売場
ブックファースト レミィ五反田店
紀伊國屋書店 西武渋谷店
旭屋書店 池袋店
有隣堂 アトレ大井町店
啓文堂書店 府中本店
アニメイト 秋葉原本館
アニメイト 八王子店
アニメイト 町田店
アニメイト 立川店
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
書泉グランデ
文教堂書店 浜松町店
くまざわ書店 永山店
くまざわ書店 西八王子店
くまざわ書店 イトーヨーカドー八王子店
くまざわ書店 八王子みなみ野店
くまざわ書店 稲城店
くまざわ書店 浅草店
くまざわ書店 船堀店
くまざわ書店 東大和店
くまざわ書店 東京オペラシティ店
くまざわ書店 国領店
くまざわ書店 イトーヨーカドー綾瀬店
くまざわ書店 西新井店
くまざわ書店 アクアシティお台場店
くまざわ書店 千住大橋店
くまざわ書店 サンシャインシティアルパ店
くまざわ書店 田町店
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 東急蒲田店
くまざわ書店 武蔵小金井北口店
三省堂書店 池袋本店
三省堂書店 下北沢店
三省堂書店 神保町本店
三省堂書店 アトレ秋葉原１
三省堂書店 経堂店
三省堂書店 東京ソラマチ店
文教堂書店 市ヶ谷店
文教堂書店 二子玉川店
文教堂書店 青戸店
文教堂書店 赤羽店
文教堂書店 中野坂上店
文教堂書店 西台店
啓文堂書店 多摩センター店
アニメイト 蒲田

有隣堂 セレオ八王子店
有隣堂 アトレヴィ三鷹店
有隣堂 グランデュオ蒲田店
有隣堂 アトレ目黒店
有隣堂 町田モディ店
有隣堂 アトレ亀戸店
有隣堂 錦糸町テルミナ店
有隣堂 ヨドバシＡＫＩＢＡ店
有隣堂 シャポー小岩店
まんが王倶楽部
丸善 丸の内本店
福家書店 新宿サブナード店
ブックファースト 新宿店
神奈川県
くまざわ書店 相模大野店
ブックファースト モザイクモール港北店
三省堂書店 海老名店
有隣堂 横浜西口コミック王国
スーパーブックス 住吉書房 新丸子店
住吉書房 新杉田店
三省堂書店 小田原店
文教堂書店 溝ノ口本店
八重洲ブックセンター 京急上大岡店
有隣堂 アトレ川崎店
ブックファースト 青葉台店
有隣堂 淵野辺店
有隣堂 藤沢店
住吉書房 武蔵中原店
ａｎｉｍａｔｅ 横浜ビブレ
サクラ書店 ラスカ平塚店
ブックポート２０３ 鶴見店
紀伊國屋書店 武蔵小杉店
文教堂 横須賀モアーズ店
アニメイト 小田原
紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店
アニメイト オンラインショップ
アニメイト 藤沢店
アニメイト マルイファミリー海老名店
未来屋書店 海老名店
有隣堂 戸塚モディ店
くまざわ書店 久里浜店
いけだ書店 新逗子店
くまざわ書店 本厚木店
くまざわ書店 大和鶴間店
くまざわ書店 湘南台店
くまざわ書店 さぎ沼店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ 港北店
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 橋本店
くまざわ書店 能見台店

くまざわ書店 鶴見店
くまざわ書店 大和店
くまざわ書店 アピタテラス横浜綱島店
くまざわ書店 綾瀬店
くまざわ書店 長津田店
未来屋書店 大和鶴間店
三省堂書店 新横浜店
文教堂書店 新城駅店
文教堂書店 溝ノ口駅前店
文教堂書店 平塚駅店
文教堂書店 中央林間店
文教堂書店 Ｒ４１２店
文教堂書店 立場店
天一書房 日吉店
有隣堂 本店
有隣堂 東急プラザ戸塚店
有隣堂 トレッサ横浜店
有隣堂 たまプラーザテラス店
有隣堂 テラスモール湘南店
有隣堂 ららぽーと湘南平塚店
有隣堂 ららぽーと海老名店
有隣堂 厚木店
有隣堂 ラスカ小田原店
有隣堂 新百合ヶ丘エルミロード店
有隣堂 ミウィ橋本店
有隣堂 長津田店
精文館書店 下瀬谷店
紀伊國屋書店 横浜店
新潟県
紀伊國屋書店 新潟店
ａｎｉｍａｔｅ 新潟
戸田書店 新潟南店
くまざわ書店 新潟西店
くまざわ書店 新潟デッキィ店
くまざわ書店 長岡店
蔦屋書店 新津店
富山県
明文堂書店
明文堂書店
喜久屋書店
くまざわ書店

富山有沢橋店
富山新庄経堂店
高岡店
富山店
石川県

宮脇書店 イオン金沢店
福井県
アニメイト 福井店
三洋堂書店 小浜店
山梨県
朗月堂 本店
くまざわ書店 双葉店

宮脇書店 韮崎店
長野県
平安堂 川中島店
くまざわ書店 南松本店
くまざわ書店 伊那店
宮脇書店 松本店
文教堂 ＪＯＹ松本店
平安堂 あづみ野店
三洋堂書店 駒ヶ根店
平安堂 飯田店
岐阜県
カルコス 各務原
ＢＯＯＫＳえみたす アピタ御嵩店
ＴＳＵＴＡＹＡ 大垣店
コスモブックセンター
いけだ書店 北方店
くまざわ書店 美濃加茂店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ 大垣店
喜久屋書店 大垣店
三洋堂書店 長良店
三洋堂書店 土岐店
三洋堂書店 大野店
三洋堂書店 穂積店
三洋堂書店 みのかも店
三洋堂書店 高富店
三洋堂書店 新関店
三洋堂書店 多治見南店
三洋堂書店 アクロスプラザ恵那店
三洋堂書店 新大垣店
三洋堂書店 各務原店
三洋堂書店 たじみ店
三洋堂書店 南濃店
三洋堂書店 本巣店
三洋堂書店 せき東店
三洋堂書店 下恵土店
三洋堂書店 こくふ店
三洋堂書店 養老店
三洋堂書店 瑞浪中央店
三洋堂書店 市橋店
三洋堂書店 中つ川店
三洋堂書店 西可児店
三洋堂書店 芥見店
三洋堂書店 ルビットタウン中津川店
静岡県
マルサン書店 仲見世店
戸田書店 静岡本店
未来屋書店 熱海店
未来屋書店 浜松市野店
谷島屋 イオンモール浜松志都呂店

ＢＯＯＫＳえみたす アピタ静岡店
ＢＯＯＫＳえみたす 焼津店
ＢＯＯＫＳえみたす アピタ浜北店
マルサン書店 サントムーン店
くまざわ書店 三島店
くまざわ書店 沼津店
あおい書店 富士店 コミック館
宮脇書店 新磐田浅羽店
マルサン書店 駅北店
ＴＳＵＴＡＹＡ 佐鳴台店
精文館書店 ＴＳＵＴＡＹＡ御殿場店
愛知県
紀伊國屋書店 名古屋空港店
カルコス 扶桑店
未来屋書店 大高店
未来屋書店 守山店
星野書店 近鉄パッセ店
紀伊國屋書店 プライムツリー赤池店
宮脇書店 尾西店
ＢＯＯＫＳえみたす 長久手店
ＢＯＯＫＳえみたす アピタ稲沢東店
ＢＯＯＫＳえみたす アピタ江南西店
ＢＯＯＫＳえみたす アピタ西尾店
ＢＯＯＫＳえみたす 甚目寺店
ＢＯＯＫＳえみたす アピタ安城南店
ＴＳＵＴＡＹＡ イオンタウン弥富店
ＴＳＵＴＡＹＡ 岡崎インター店
ＴＳＵＴＡＹＡ 新半田店
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
ＴＳＵＴＡＹＡ 瑠璃光町店
アニメイト 豊橋店
アニメイト 名古屋パルコ
アニメイト 名古屋店
精文館書店 本店コミック館
未来屋書店 新瑞橋店
くまざわ書店 犬山店
くまざわ書店 桃花台店
いけだ書店 ザモール安城店
くまざわ書店 名古屋南店
くまざわ書店 アピタ名古屋北店
くまざわ書店 阿久比店
くまざわ書店 刈谷店
くまざわ書店 長久手店
くまざわ書店 岡崎北店
くまざわ書店 豊田店
くまざわ書店 三河安城店

くまざわ書店
三省堂書店
未来屋書店
未来屋書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
三洋堂書店
精文館書店
精文館書店
精文館書店
精文館書店
精文館書店
精文館書店
精文館書店
精文館書店
精文館書店
精文館書店
精文館書店
精文館書店

一宮店
名古屋本店
名古屋みなと店
有松店
梅坪店
豊川店
本新店
知立店
半田店
高浜店
ひしの店
大田川店
いりなか店
西尾店
中野橋店
新開橋店
城山店
志段味店
江南店
よもぎ店
碧南店
三ノ輪店
汐田橋店
新豊田店
豊川店
西尾店
蒲郡店
豊明店
蒲郡三谷店
一宮南店
新津島店
尾張一宮店
豊田西店
三重県

未来屋書店 鈴鹿店
未来屋書店 四日市尾平店
未来屋書店 四日市北店
コメリ書房 松阪店
ＴＳＵＴＡＹＡ 四日市店
ＴＳＵＴＡＹＡ 鈴鹿中央通店
ＴＳＵＴＡＹＡ 笹川店
ＴＳＵＴＡＹＡ ミタス伊勢店
ＴＳＵＴＡＹＡ 伊勢上地店
ＴＳＵＴＡＹＡ 桑名店
未来屋書店 津南店
未来屋書店 伊勢店
宮脇書店 津ハッピーブックス店
三洋堂書店 桑名店
三洋堂書店 白塚店

三洋堂書店 生桑店
滋賀県
天晨堂 ビバシティＢ．Ｃ
大垣書店 フォレオ大津一里山店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 水口
アバンティブックセンター 南草津店
喜久屋書店 草津店
三洋堂書店 近江八幡店
三洋堂書店 八日市店
三洋堂書店 長浜店
京都府
丸善 京都本店
大垣書店 ブックパル五条店
大垣書店 イオンモールＫＹＯＴＯ店
大垣書店 京都ヨドバシ店
ブックファースト 四条大宮店
大垣書店 亀岡店
アバンティブックセンター 洛北店
くまざわ書店 桃山店
大垣書店 京都ファミリー店
大阪府
紀伊國屋書店 梅田本店
アミーゴ書店 枚方店
ＴＳＵＴＡＹＡ あべの橋店
喜久屋書店 東急ハンズ心斎橋店
紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
紀伊國屋書店 泉北店
未来屋書店 大日店
未来屋書店 アシーネ 古川橋駅前店
ブックスタジオ 新大阪店
紀伊國屋書店 天王寺ミオ店
未来屋書店 りんくう泉南店
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
くまざわ書店 天王寺店
くまざわ書店 なんばパークス店
アミーゴ書店 東淀川店
イズミヤ 八尾店アミーゴ
アミーゴ書店 大和田店
コジマブックス 文教堂 茨木店
キャップ書店 河内長野店
ブックスタジオ 大阪
ジュンク堂書店 難波店
未来屋書店 鴻池店
アミーゴ書店 上新庄店
大垣書店 高槻店

アミーゴ書店 都島店
兵庫県
ジュンク堂書店 三宮店
アニメイト 姫路
ふたば書房 つかしん店
未来屋書店 伊丹昆陽店
旭屋書店 ららぽーと甲子園店
紀伊國屋書店 神戸阪急店
ジュンク堂書店 姫路店
アニメイト 三宮
ジュンク堂書店 西宮店
紀伊國屋書店 川西店
大垣書店 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店
くまざわ書店 加古川店
くまざわ書店 明石店
アバンティブックセンター 三田駅前店
宮脇書店 洲本店
宮脇書店 西宮店
宮脇書店 加古川店
キャップ書店 逆瀬川店
未来屋書店 姫路大津店
未来屋書店 塚口店
アミーゴ書店 昆陽店
奈良県
ＢＯＯＫＳえみたす アピタ大和郡山店
ＢＯＯＫＳえみたす アピタ西大和店
キャップ書店 王寺店
三洋堂書店 桜井店
三洋堂書店 榛原店
三洋堂書店 平群店
三洋堂書店 大安寺店
和歌山県
ＷＡＹ書店 ＴＳＵＴＡＹＡ岩出店
くまざわ書店 和歌山ＭＩＯ店
宮脇書店 ロイネット和歌山店
本と文具ツモリ 西部店
イズミヤ 紀伊川辺店
鳥取県
今井書店 湖山メディア館
未来屋書店 日吉津店
宮脇書店 鳥取店
今井書店 吉成コミック店
今井書店 倉吉店
今井書店 倉吉パープルタウン店
本の学校 今井ブックセンター
今井書店 錦町店
今井書店 境港店
島根県
ブックセンタージャスト 浜田店

未来屋書店 松江店
今井書店グループセンター店
今井書店 出雲店
ブックセンターコスモ 出雲店
今井書店 安来プラーナ店
今井書店 学園通り店
今井書店 ゆめタウン出雲店
今井書店 ＡＲＥＡ
今井書店 木次マルシェリーズ店
今井書店 ゆめタウン浜田店
岡山県
丸善 岡山シンフォニービル店
啓文社 岡山本店
ＴＳＵＴＡＹＡ 津島モール店
喜久屋書店 倉敷店
アニメイト 岡山
未来屋書店 岡山店
宮脇書店 新東岡山店
宮脇書店 アリオ倉敷店
宮脇書店 児島店
広島県
廣文館みどり書店
ジュンク堂書店 広島駅前店
フタバ図書 ＧＩＧＡ広島駅前店
紀伊國屋書店 ゆめタウン廿日市店
アニメイト 広島店
啓文社 ポートプラザ店
啓文社 コア福山西店
啓文社 コア神辺店
啓文社 コア春日店
啓文社 ゆめタウン呉店
啓文社 イオン三原店
啓文社 ＢＯＯＫＳ ＰＬＵＳ 緑町
ＴＳＵＴＡＹＡ 啓文社 可部店
啓文社 新浜店
フタバ図書 ＡＬＴｉ福山本店
フタバ図書 アルティアルパーク北棟店
フタバ図書 ＴＥＲＡ広島府中店
フタバ図書 ＭＥＧＡ祇園中筋店
フタバ図書 ＧＩＧＡ宇品店
フタバ図書 ラフォーレ
フタバ図書 ソフトピア広店
フタバ図書 ＧＩＧＡ呉駅レクレ店
フタバ図書 ソフトピア八本松店
フタバ図書 ソフトピア海田店
フタバ図書 広大前店
フタバ図書 ＧＩＧＡ五日市店
くまざわ書店 安芸店
くまざわ書店 福山店

宮脇書店 神辺店
山口県
フタバ図書 ＧＩＧＡフレスタモール岩国店
くまざわ書店 下関店
宮脇書店 ゆめモール下関店
宮脇書店 ゆめシティ店
ＴＳＵＴＡＹＡ 防府店
徳島県
平惣 阿南センター店
小山助学館 本店
紀伊國屋書店 徳島店
ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣 徳島店
宮脇書店 徳島本店
香川県
宮脇書店 南本店
くまざわ書店 高松店
宮脇書店 綾南店
宮脇書店 志度店
宮脇書店 観音寺店
宮脇書店 太田店
宮脇書店 香西店
宮脇書店 多度津店
宮脇書店 イオン高松店
宮脇書店 新国分寺店
愛媛県
宮脇書店 新居浜本店
宮脇書店 イオンモール今治新都市店
高知県
金高堂
福岡県
ブックセンタークエスト 小倉本店
ａｎｉｍａｔｅ イオンモール筑紫野
紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店
ブックイン金進堂 長者原店
未来屋書店 大牟田店
ブックイン金進堂 原田店
未来屋書店 福津店
アニメイト 福岡天神店
未来屋書店 福岡伊都店
ブックセンタークエスト エマックス久留米
アカデミア サンリブシティ小倉店
くまざわ書店 筑紫野店
紀伊國屋書店 福岡本店
佐賀県
くまざわ書店 佐賀店
宮脇書店 佐賀本店
長崎県
紀伊國屋書店 長崎店
アニメイト 長崎店

ＴＳＵＴＡＹＡ 遊ＩＮＧ浜町店
くまざわ書店 佐世保店
熊本県
蔦屋書店 熊本三年坂
くまざわ書店 くまなん店
大分県
リブロ 大分わさだ店
アニメイト 大分店
くまざわ書店 大分明野店
くまざわ書店 大分店
宮崎県
くまざわ書店 延岡ニューシティ店
鹿児島県
丸善 天文館
紀伊國屋書店 鹿児島店
アニメイト 鹿児島店
くまざわ書店 鹿屋店
ブックスミスミ オプシア
沖縄県
ジュンク堂書店 那覇店
アニメイト 那覇国際通り店
くまざわ書店 那覇店
球陽堂書房 那覇メインプレイス店
球陽堂書房 西原店
球陽堂書房 サンエー八重瀬店
球陽堂書房 マチナト店
田園書房 つかざん店
田園書房 具志川店
宮脇書店 嘉手納店
宮脇書店 太陽書房 宜野湾店
宮脇書店 糸満店
未来屋書店 沖縄ライカム店

