
※特典はなくなり次第終了となります。

※新刊の入荷は地方によって遅れる場合がございます。

No. 都道府県別 書店さま名　※敬称略 No. 都道府県別 書店さま名　※敬称略
1 北海道 未来屋書店西岡店 121 福井県 ＫａＢｏＳ三国店
2 北海道 紀伊國屋書店厚別店 122 山梨県 朗月堂本店
3 北海道 旭川冨貴堂末広店 123 長野県 平安堂あづみ野店
4 北海道 スーパーブックス札幌弘栄堂書店アピア店 124 長野県 平安堂座光寺店
5 北海道 蔦屋書店木野店 125 長野県 平安堂佐久インターウェーブ店
6 北海道 紀伊國屋書店小樽店 126 長野県 平安堂新長野店
7 北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ札幌琴似店 127 長野県 平安堂川中島店
8 青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ弘前店 128 岐阜県 喜久屋書店大垣店
9 岩手県 一誠堂 129 岐阜県 三省堂書店岐阜店
10 岩手県 ＴＳＵＴＡＹＡ一関店 130 静岡県 ＢＯＯＫＳえみたす焼津店
11 岩手県 ＴＳＵＴＡＹＡ水沢店 131 静岡県 谷島屋アピタ磐田店
12 岩手県 ＢＯＯＫＳこなり 132 静岡県 ひまわりＢＯＯＫＳ御殿場店
13 岩手県 ＮＥＴ２１伊吉書院Ｂ・Ｎ・Ｏ二戸店 133 静岡県 谷島屋ららぽーと磐田店
14 宮城県 未来屋書店名取店 134 静岡県 戸田書店江尻台店
15 宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ古川バイパス店 135 静岡県 あおい書店（らくだ）富士コミック館
16 秋田県 ブックスモア大館店 136 静岡県 ＢＯＯＫＳえみたすピアゴ香貫店
17 山形県 未来屋書店酒田南店 137 静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ藤枝店
18 福島県 岩瀬書店富久山店プラスゲオ 138 静岡県 マルサン書店駅北店
19 福島県 岩瀬書店八木田店プラスゲオ 139 愛知県 丸善アピタ知立店
20 福島県 ヤマニ書房ラトブ店 140 愛知県 本の王国岡崎店
21 福島県 ヤマニ書房本店 141 愛知県 くまざわ書店名古屋セントラルパーク店
22 福島県 岩瀬書店福島駅西口店 142 愛知県 未来屋書店守山店
23 福島県 鹿島ブックセンター 143 愛知県 紀伊國屋書店名古屋空港店
24 福島県 レオクラブＴＳＵＴＡＹＡ須賀川東店 144 愛知県 丸善ヒルズウォーク徳重店
25 茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ鉾田店 145 愛知県 本のメグリア三好店
26 茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ水戸笠原店 146 三重県 別所書店イオン店
27 茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたち野うしく店 147 三重県 未来屋書店四日市北店
28 茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ鹿嶋宮中店 148 滋賀県 ジュンク堂書店滋賀草津店
29 茨城県 未来屋書店西代店 149 滋賀県 本のがんこ堂アクア店
30 栃木県 喜久屋書店宇都宮店 150 滋賀県 本のがんこ堂野洲店
31 栃木県 くまざわ書店アピタ宇都宮店 151 滋賀県 本のがんこ堂石部店
32 栃木県 八重洲ブックセンター宇都宮パセオ店 152 滋賀県 本のがんこ堂守山店
33 栃木県 博文堂書店那須塩原店 153 滋賀県 本のがんこ堂石山駅前店
34 群馬県 喜久屋書店太田店 154 滋賀県 平和書店アル・プラザ栗東店
35 群馬県 くまざわ書店高崎店 155 京都府 アバンティブックセンター洛北店
36 埼玉県 アニメイト所沢 156 京都府 富士書房大久保店
37 埼玉県 金子書店八潮店 157 京都府 ふたば書房紫野店
38 埼玉県 紀伊國屋書店浦和パルコ店 158 京都府 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ小倉店
39 埼玉県 戸田書店熊谷店 159 京都府 大垣書店Ｋｏｔｏｃｈｉｋａ御池店
40 埼玉県 須原屋武蔵浦和店 160 京都府 ＭＡＲＵＺＥＮ京都本店
41 千葉県 くまざわ書店モラージュ柏店 161 京都府 宮脇書店舞鶴店
42 千葉県 丸善津田沼店 162 京都府 恵文社西大路店
43 千葉県 ブックマルシェ津田沼店 163 大阪府 ヤマダ電機ＬＡＢＩ１なんば店書籍売場
44 千葉県 有隣堂アトレ新浦安店 164 大阪府 紀伊國屋書店高槻阪急店
45 千葉県 紀伊國屋書店流山おおたかの森店 165 大阪府 紀伊國屋書店天王寺ミオ店
46 千葉県 Ｂｏｏｋ＋サンモール旭店 166 大阪府 紀伊國屋書店泉北店
47 千葉県 くまざわ書店勝田台店 167 大阪府 弘鈴堂森田書店
48 千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ北柏店 168 大阪府 大垣書店高槻店
49 千葉県 幕張蔦屋書店 169 大阪府 水嶋書房くずは駅店
50 千葉県 三省堂書店そごう千葉店 170 大阪府 コミックランドヒバリヤ
51 東京都 紀伊國屋書店新宿本店 171 大阪府 紀伊國屋書店堺北花田店
52 東京都 書原つつじヶ丘店 172 大阪府 ブックファースト梅田２階店
53 東京都 メディアライン東村山店 173 大阪府 丸善八尾アリオ店
54 東京都 紀伊國屋書店国分寺店 174 大阪府 紀伊國屋書店グランフロント大阪店
55 東京都 オリオン書房イオンモールむさし村山店 175 大阪府 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店梅田店
56 東京都 くまざわ書店池袋店 176 大阪府 ＮＥＴ２１清風堂書店梅田店
57 東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ福生店 177 大阪府 紀伊國屋書店京橋店
58 東京都 椿書房 178 大阪府 田村書店千里中央店
59 東京都 ＢＯＯＫＳキデイランド亀有店 179 大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡあべの橋店
60 東京都 ＮＥＴ２１井上昭島店 180 大阪府 ブックスタジオ大阪店
61 東京都 ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳＥＱＵｉＡ北千住中央 181 大阪府 ジュンク堂書店天満橋店
62 東京都 紀伊國屋書店小田急町田店 182 大阪府 未来屋書店りんくう泉南店
63 東京都 アニメイト渋谷店 183 大阪府 紀伊國屋書店梅田本店
64 東京都 ＳＨＩＢＵＹＡＴＳＵＴＡＹＡ 184 兵庫県 ブックスユートピア野間店
65 東京都 明正堂アトレ上野店 185 兵庫県 未来屋書店三木店
66 東京都 アニメイト吉祥寺パルコ 186 兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ姫路飾磨店
67 東京都 丸善有明ガーデン店 187 兵庫県 未来屋書店姫路大津店
68 東京都 リブロ南砂町ＳＵＮＡＭＯ店 188 兵庫県 ふたば書房つかしん店
69 東京都 くまざわ書店コミックランドビーワン蒲田店 189 兵庫県 ＦＵＴＡＢＡ＋プリコ垂水店
70 東京都 アニメイト町田店 190 兵庫県 ジュンク堂書店明石店
71 東京都 有隣堂ヨドバシＡＫＩＢＡ店 191 兵庫県 喜久屋書店神戸学園都市店
72 東京都 丸善丸の内本店 192 兵庫県 喜久屋書店北神戸店
73 東京都 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳＳＨＩＢＵＹＡ 193 兵庫県 ジュンク堂書店西宮店
74 東京都 オリオン書房ルミネ立川店 194 兵庫県 ジュンク堂書店芦屋店
75 東京都 ブックファーストルミネ北千住店 195 兵庫県 ＮＥＴ２１宝塚サンクスソリオ店
76 東京都 啓文堂書店高幡店 196 兵庫県 ジュンク堂書店姫路店
77 東京都 啓文堂書店吉祥寺店 197 兵庫県 ジュンク堂書店三宮店
78 東京都 啓文堂書店多摩センター店 198 兵庫県 ジュンク堂書店三宮駅前店
79 東京都 啓文堂書店鶴川店 199 奈良県 ジュンク堂書店橿原店
80 東京都 啓文堂書店渋谷店 200 和歌山 本と文具ツモリ西部店
81 東京都 啓文堂書店府中本店 201 奈良県 コーナンＢＯＯＫＳ大和郡山筒井店
82 東京都 啓文堂書店荻窪店 202 鳥取県 ブックセンターコスモ吉方店
83 神奈川 紀伊國屋書店イオンモール座間店 203 鳥取県 今井書店錦町店
84 神奈川 有隣堂アトレ川崎店 204 鳥取県 今井書店吉成コミック店
85 神奈川 サクラ書店駅ビル店 205 島根県 今井書店学園通り店
86 神奈川 文教堂書店葉山店 206 岡山県 丸善岡山シンフォニービル店
87 神奈川 くまざわ書店湘南台店 207 岡山県 喜久屋書店倉敷店
88 神奈川 文教堂書店溝ノ口本店 208 岡山県 啓文社岡山本店
89 神奈川 伊勢原書店 209 広島県 アニメイト広島店
90 神奈川 スーパーブックス住吉書房久里浜店 210 広島県 廣文館緑井天満屋店
91 神奈川 ツタヤブックストア川崎駅前店 211 広島県 廣文館新幹線店
92 神奈川 有隣堂藤沢店 212 広島県 啓文社ポートプラザ店
93 神奈川 ジュンク堂書店藤沢店 213 山口県 ブックランド都野宇部店
94 神奈川 三省堂書店海老名店 214 徳島県 平惣小松島店
95 神奈川 丸善横浜みなとみらい店 215 徳島県 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店
96 神奈川 紀伊國屋書店武蔵小杉店 216 香川県 宮脇書店南本店
97 神奈川 八重洲ブックセンター京急上大岡店 217 香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ丸亀郡家店
98 神奈川 有隣堂テラスモール湘南店 218 香川県 宮脇書店本店
99 神奈川 三省堂書店小田原店 219 愛媛県 明屋書店宇和島明倫店
100 神奈川 文教堂書店星ヶ丘店 220 愛媛県 明屋書店石井店
101 神奈川 スーパーブックス住吉書房元住吉店 221 愛媛県 明屋書店空港通店
102 神奈川 天一書房瀬谷店 222 愛媛県 明屋書店八幡浜店
103 神奈川 紀伊國屋書店ららぽーと横浜店 223 高知県 金高堂
104 神奈川 有隣堂横浜駅西口店 224 高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ中万々店
105 神奈川 丸善ラゾーナ川崎店 225 福岡県 丸善博多店
106 神奈川 啓文堂書店橋本駅店 226 福岡県 アニメイト福岡パルコ店
107 新潟県 萬松堂 227 福岡県 メトロ書店千早店
108 新潟県 くまざわ書店新潟西店 228 福岡県 ジュンク堂書店福岡店
109 新潟県 文信堂書店長岡店 229 福岡県 Ａ’ＢＯＯＫ穂波店
110 富山県 明文堂書店氷見店 230 福岡県 喜久屋書店小倉店
111 富山県 ＢＯＯＫＳなかだ本店コミックラボ 231 福岡県 紀伊國屋書店ゆめタウン博多店
112 富山県 紀伊國屋書店富山店 232 長崎県 紀伊國屋書店長崎店
113 石川県 ブックメイトとくひさ 233 熊本県 紀伊國屋書店熊本はません店
114 石川県 明文堂書店ＫＯＭＡＴＳＵ 234 熊本県 紀伊國屋書店熊本光の森店
115 石川県 北国書林松任店 235 大分県 明屋書店コスモタウン佐伯店
116 石川県 北国書林辰口店 236 大分県 リブロ大分わさだ店
117 福井県 文明堂ＴＳＵＴＡＹＡ福井高柳店 237 大分県 紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店
118 福井県 紀伊國屋書店福井店 238 宮崎県 田中書店妻ヶ丘本店
119 福井県 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ敦賀店 239 鹿児島 明屋書店川内店
120 福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ福井パリオ店 240 沖縄県 ジュンク堂書店那覇店


