
【応援書店一覧】 【市区町村】 【書店名】

【北海道】 帯広市 喜久屋書店　帯広店

札幌市中央区 アニメイト　札幌

旭川市 アニメイト　旭川

函館市 アニメイト　函館

釧路郡 アニメイト　イオン釧路

【青森県】 八戸市 アニメイト　八戸ラピア

青森市 アニメイト　青森

弘前市 アニメイト　弘前

【岩手県】 盛岡市 アニメイト　盛岡

【宮城県】 仙台市青葉区 喜久屋書店　仙台店

仙台市青葉区 アニメイト　仙台

【秋田県】 秋田市 アニメイト　秋田

【山形県】 山形市 アニメイト　山形

【福島県】 郡山市 アニメイト　郡山

いわき市 アニメイト　イオンいわき

福島市 アニメイト　福島

【茨城県】 水戸市 アニメイト　水戸

土浦市 アニメイト　イオンモール土浦

【栃木県】 宇都宮市 喜久屋書店　宇都宮店

宇都宮市 アニメイト　宇都宮

小山市 アニメイト　ロブレ小山

【群馬県】 太田市 喜久屋書店　太田店

高崎市 アニメイト　高崎

太田市 アニメイト　イオンモール太田

【埼玉県】 越谷市 ほんのいえ　宮脇書店　越谷店

さいたま市大宮区 アニメイト　大宮コミック館

川越市 アニメイト　川越

越谷市 アニメイト　南越谷

所沢市 アニメイト　所沢

川口市 アニメイト　川口

久喜市 アニメイト　モラージュ菖蒲

越谷市 アニメイト　イオンレイクタウン

熊谷市 アニメイト　熊谷

富士見市 アニメイト　ららぽーと富士見

【千葉県】 船橋市 ブックエキスプレス　ペリエ西船橋店

習志野市 アニメイト　津田沼

千葉市中央区 アニメイト　千葉

柏市 アニメイト　柏

松戸市 アニメイト　松戸



船橋市 アニメイト　イオンモール船橋

木更津市 アニメイト　イオンモール木更津

柏市 アニメイト　アリオ柏

【東京都】 新宿区 ブックファースト　新宿店

国分寺市 紀伊國屋書店　国分寺店

豊島区 アニメイト　池袋本店

町田市 アニメイト　町田

武蔵野市 アニメイト　吉祥寺パルコ

墨田区 アニメイト　錦糸町

八王子市 アニメイト　八王子

渋谷区 アニメイト　渋谷

千代田区 アニメイト　秋葉原本館

立川市 アニメイト　立川

大田区 アニメイト　蒲田

多摩市 アニメイト　聖蹟桜ヶ丘オーパ

新宿区 アニメイト　新宿ハルク

武蔵村山市 アニメイト　イオンモールむさし村山

【神奈川県】 小田原市 アニメイト　小田原

藤沢市 アニメイト　藤沢

横浜市西区 アニメイト　横浜ビブレ

厚木市 アニメイト　本厚木

川崎市幸区 アニメイト　川崎

横須賀市 アニメイト　横須賀

海老名市 アニメイト　マルイファミリー海老名

【新潟県】 新潟市中央区 アニメイト　新潟

長岡市 アニメイト　長岡

【富山県】 高岡市 喜久屋書店　高岡店

富山市 アニメイト　富山

【石川県】 金沢市 アニメイト　金沢

【福井県】 福井市 アニメイト　福井

【山梨県】 甲府市 アニメイト　甲府

【長野県】 長野市 アニメイト　長野

松本市 アニメイト　松本パルコ

【岐阜県】 岐阜市 アニメイト　岐阜

【静岡県】 静岡市葵区 アニメイト　静岡パルコ

浜松市中区 アニメイト　浜松

沼津市 アニメイト　沼津

浜松市東区 アニメイト　イオン浜松市野

富士宮市 アニメイト　イオンモール富士宮

【愛知県】 名古屋市中村区 アニメイト　名古屋



豊橋市 アニメイト　豊橋

岡崎市 アニメイト　東岡崎

名古屋市中区 アニメイト　金山

豊田市 アニメイト　豊田

名古屋市緑区 アニメイト　イオンモール大高

名古屋市中区 アニメイト　名古屋パルコ

【三重県】 四日市市 アニメイト　四日市

桑名市 アニメイト　イオンモール桑名

【滋賀県】 草津市 喜久屋書店　草津店

草津市 アニメイト　アルプラザ草津

【京都府】 京都市中京区 大垣書店　四条店

京都市伏見区 くまざわ書店　桃山店

木津川市 未来屋書店　高の原店

京都市中京区 アニメイト　京都

京都市南区 アニメイト　アバンティ京都

【大阪府】 高槻市 大垣書店　高槻店

大阪市阿倍野区 喜久屋書店　漫画館阿倍野店

大阪市浪速区 ジュンク堂書店　難波店

大阪市阿倍野区 アニメイト　天王寺

高槻市 アニメイト　高槻

東大阪市 アニメイト　布施

大阪市都島区 アニメイト　京橋

大阪市浪速区 アニメイト　大阪日本橋

枚方市 アニメイト　枚方

大阪市北区 アニメイト　梅田

【兵庫県】 神戸市中央区 ジュンク堂書店　三宮店

姫路市 喜久屋書店　姫路店

西宮市 ジュンク堂書店　西宮店

明石市 ジュンク堂書店　明石店

神戸市中央区 アニメイト　三宮

姫路市 アニメイト　姫路

川西市 アニメイト　川西

明石市 アニメイト　イオン明石

【奈良県】 橿原市 喜久屋書店　橿原店

奈良市 アニメイト　奈良

【和歌山県】 和歌山市 アニメイト　和歌山

【鳥取県】 米子市 アニメイト　イオン米子駅前

【島根県】 松江市 アニメイト　イオン松江

【岡山県】 岡山市北区 啓文社　岡山本店

岡山市北区 アニメイト　岡山



【広島県】 広島市中区 アニメイト　広島

福山市 アニメイト　福山

東広島市 アニメイト　フジグラン東広島

【山口県】 防府市 アニメイト　イオン防府

【徳島県】 徳島市 アニメイト　徳島

【香川県】 高松市 アニメイト　高松

【愛媛県】 松山市 アニメイト　松山

【高知県】 高知市 アニメイト　高知

【福岡県】 福岡市博多区 紀伊國屋書店　福岡本店

福岡市中央区 アニメイト　福岡パルコ

北九州市小倉北区 アニメイト　小倉

筑紫野市 アニメイト　イオンモール筑紫野

【佐賀県】 佐賀市 アニメイト　モラージュ佐賀

【長崎県】 諫早市 ブックマート諫早

長崎市 アニメイト　長崎

佐世保市 アニメイト　佐世保

【熊本県】 熊本市中央区 アニメイト　熊本

【大分県】 大分市 アニメイト　大分

【宮崎県】 宮崎市 アニメイト　宮崎

【鹿児島県】 鹿児島市 ジュンク堂書店　鹿児島店

鹿児島市 アニメイト　鹿児島

【沖縄県】 那覇市 ジュンク堂書店　那覇店

那覇市 アニメイト　那覇国際通り店


