
県名 地区名 書名（漢字）
北海道 帯広市 喜久屋書店　帯広店
北海道 札幌市豊平区 アイブック　イトーヨーカドー福住店
北海道 札幌市白石区 蔦屋書店　南郷１３丁目店
北海道 函館市 アニメイト　函館
岩手県 盛岡市 ジュンク堂書店　盛岡店
岩手県 盛岡市 アニメイト　盛岡
宮城県 仙台市青葉区 アニメイト　仙台
福島県 いわき市 アニメイト　イオンいわき
茨城県 つくば市 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店
茨城県 結城市 ブックエース　結城店
茨城県 つくば市 未来屋書店　つくば店
茨城県 那珂郡 ブックエース　東海店
茨城県 守谷市 リブロ　イオンタウン守谷店
茨城県 稲敷市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店
茨城県 ひたちなか市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたちなか店
茨城県 守谷市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店
栃木県 さくら市 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店
栃木県 宇都宮市 うさぎや　宇都宮テクノ店
群馬県 太田市 喜久屋書店　太田店
群馬県 前橋市 蔦屋書店　前橋みなみモール店
群馬県 前橋市 紀伊國屋書店　前橋店
群馬県 高崎市 アニメイト　高崎
埼玉県 鶴ヶ島市 ｙｃｖｏｘ　ワカバウォーク店
埼玉県 久喜市 蔦屋書店　フォレオ菖蒲店
埼玉県 さいたま市大宮区 アニメイト　大宮コミック館
千葉県 習志野市 丸善　津田沼店
千葉県 習志野市 アニメイト　津田沼
千葉県 千葉市中央区 アニメイト　千葉
千葉県 柏市 アニメイト　柏
東京都 墨田区 くまざわ書店コミックランドビーワン錦糸町
東京都 八王子市 くまざわ書店　八王子南口店
東京都 小金井市 くまざわ書店　武蔵小金井北口店
東京都 新宿区 ブックファースト　新宿店
東京都 千代田区 コミックとらのあな　秋葉原店Ａ
東京都 豊島区 とらのあな　池袋店
東京都 立川市 オリオン書房　アレア店
東京都 墨田区 アニメイト　錦糸町
東京都 千代田区 アニメイト　秋葉原本館
東京都 武蔵野市 アニメイト　吉祥寺パルコ
東京都 立川市 アニメイト　立川
東京都 新宿区 アニメイト　新宿ハルク
東京都 豊島区 アニメイト　池袋本店
神奈川県 横浜市西区 有隣堂　横浜駅西口店
神奈川県 藤沢市 有隣堂　藤沢店
神奈川県 厚木市 有隣堂　厚木店
神奈川県 藤沢市 アニメイト　藤沢
神奈川県 海老名市 アニメイト　マルイファミリー海老名
神奈川県 小田原市 アニメイト　小田原
神奈川県 川崎市幸区 アニメイト　川崎
福井県 福井市 アニメイト　福井
山梨県 甲府市 朗月堂　本店
山梨県 中央市 戸田書店　山梨中央店
長野県 松本市 文教堂　ＪＯＹ松本店
静岡県 浜松市東区 アマノ　有玉店
静岡県 浜松市西区 谷島屋　イオンモール浜松志都呂店
静岡県 静岡市葵区 アニメイト　静岡パルコ
愛知県 名古屋市千種区 丸善　イオンタウン千種店



愛知県 名古屋市中村区 コミックとらのあな　名古屋店
愛知県 刈谷市 ブックセンター名豊　刈谷店
愛知県 春日井市 本の王国　高蔵寺店
愛知県 名古屋市中村区 アニメイト　名古屋
愛知県 豊田市 アニメイト　豊田
三重県 桑名市 アニメイト　イオンモール桑名
京都府 京都市中京区 アニメイト　京都
大阪府 高槻市 大垣書店　高槻店
大阪府 門真市 アミーゴ書店　門真店
大阪府 大阪市北区 ジュンク堂書店　大阪本店
大阪府 堺市堺区 大垣書店　イオンモール堺鉄砲町店
大阪府 大阪市浪速区 コミックとらのあな　なんば店Ａ
大阪府 大阪市北区 コミックとらのあな　梅田店
大阪府 大阪市北区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店
大阪府 東大阪市 コミックランド　ヒバリヤ
大阪府 茨木市 田村書店　南茨木店
大阪府 大阪市都島区 アニメイト　京橋
大阪府 大阪市阿倍野区 アニメイト　天王寺
大阪府 大阪市浪速区 アニメイト　大阪日本橋
大阪府 大阪市北区 アニメイト　梅田
兵庫県 神戸市中央区 大垣書店　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店
兵庫県 明石市 ジュンク堂書店　明石店
兵庫県 神戸市中央区 ジュンク堂書店　三宮店
兵庫県 川西市 アニメイト　川西
兵庫県 神戸市中央区 アニメイト　三宮
奈良県 橿原市 喜久屋書店　橿原店
奈良県 奈良市 アニメイト　奈良
岡山県 岡山市北区 とらのあな　岡山店
岡山県 岡山市北区 啓文社　岡山本店
岡山県 岡山市北区 アニメイト　岡山
広島県 広島市南区 ジュンク堂書店　広島駅前店
広島県 福山市 啓文社　コア神辺店
広島県 広島市中区 アニメイト　広島
福岡県 北九州市小倉北区 喜久屋書店　小倉店
福岡県 福岡市西区 福家書店　福岡木の葉モール橋本店
福岡県 北九州市小倉北区 アニメイト　小倉
福岡県 福岡市中央区 アニメイト　福岡パルコ
福岡県 筑紫野市 アニメイト　イオンモール筑紫野
熊本県 上益城郡 蔦屋書店　嘉島
熊本県 熊本市中央区 アニメイト　熊本
鹿児島県 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

とらのあな　通販


