
※配布方法は店舗により異なります。

※特典は数量に限りがあります。無くなり次第終了いたします。

※リストに掲載のない書店もございます。地域により、時短営業・休業の場合がございます。

県名 都市名 書店名

北海道 岩見沢市                                イオン　岩見沢店

岩手県 盛岡市                                  エムズエクスポ盛岡店

宮城県 仙台市青葉区                            アニメイト　仙台店

宮城県 仙台市青葉区                            喜久屋書店　仙台店

宮城県 名取市                                  ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台南店

福島県 郡山市                                  岩瀬書店　富久山店プラスゲオ

茨城県 つくば市                                ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば

栃木県 足利市                                  ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店

群馬県 高崎市                                  未来屋書店　高崎店

群馬県 伊勢崎市                                蔦屋書店　伊勢崎宮子店

埼玉県 春日部市                                未来屋書店　春日部店

埼玉県 越谷市                                  ほんのいえ　宮脇書店　越谷店

埼玉県 富士見市                                リブロ　ららぽーと富士見店

千葉県 船橋市                                  くまざわ書店　ららぽーと店

千葉県 成田市                                  未来屋書店　成田店

東京都 新宿区                                  書泉芳林堂書店　高田馬場店

東京都 新宿区                                  ブックファースト　新宿店

東京都 新宿区                                  紀伊國屋書店　新宿本店Ｃ＆Ｄフォレスト

東京都 千代田区 書泉ブックタワー

東京都 世田谷区                                ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店

東京都 豊島区                                  東京旭屋書店　池袋店

東京都 足立区                                  ブックファースト　ルミネ北千住店

東京都 葛飾区                                  ＢＯＯＫＳキデイランド　亀有店

東京都 八王子市                                くまざわ書店コミックランドビーワン八王子

神奈川県 横浜市西区                              有隣堂　横浜駅西口店

神奈川県 横浜市港南区                            浜書房　バーズ店

神奈川県 川崎市中原区                            スーパーブックス　住吉書房　武蔵中原店

神奈川県 川崎市高津区                            文教堂書店　溝ノ口本店

特典ペーパー配布書店様



県名 都市名 書店名

神奈川県 相模原市南区                            未来屋書店　相模原店

神奈川県 平塚市                                  有隣堂　ららぽーと湘南平塚店

神奈川県 秦野市                                  未来屋書店　秦野店

神奈川県 海老名市                                三省堂書店　海老名店

富山県 富山市                                  文苑堂書店　富山豊田店

石川県 野々市市                                明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店

福井県 福井市                                  ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　新二の宮店

長野県 長野市                                  平安堂　若槻店

長野県 長野市                                  平安堂　川中島店

長野県 飯田市                                  平安堂　飯田店

長野県 諏訪市                                  平安堂　諏訪店

長野県 佐久市                                  蔦屋書店　佐久野沢店

岐阜県 岐阜市                                  丸善　岐阜店

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 浜松市浜北区                            谷島屋　サンストリート浜北店

静岡県 磐田市                                  谷島屋　ららぽーと磐田店

愛知県 名古屋市中村区                          星野書店　近鉄パッセ店

愛知県 名古屋市中村区                          アニメイト　名古屋店

愛知県 名古屋市熱田区                          未来屋書店　熱田店

愛知県 名古屋市中川区                          精文館書店　中島新町店

愛知県 名古屋市南区                            未来屋書店　新瑞橋店

愛知県 名古屋市緑区                            未来屋書店　大高店

愛知県 豊橋市                                  精文館書店　三ノ輪店

愛知県 半田市                                  三洋堂書店　乙川店

愛知県 春日井市                                三洋堂書店　鳥居松店

愛知県 豊川市                                  精文館書店　豊川店

愛知県 豊田市                                  精文館書店　新豊田店

愛知県 安城市                                  本の王国　安城店

三重県 四日市市                                未来屋書店　四日市北店

三重県 松阪市                                  コメリ書房　松阪店

滋賀県 大津市                                  大垣書店　フォレオ大津一里山店

滋賀県 彦根市                                  サンミュージック　ハイパーブックス彦根

滋賀県 草津市                                  サンミュージック　ハイパーブックス駒井沢

滋賀県 草津市                                  サンミュージック　ＨＢかがやき通り店

京都府 宇治市                                  平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ小倉店

京都府 木津川市                                未来屋書店　高の原店

京都府 久世郡久御山町                          未来屋書店　久御山店

大阪府 大阪市浪速区                            アニメイト　大阪日本橋店



県名 都市名 書店名

大阪府 大阪市北区                              アニメイト　梅田店

大阪府 大阪市中央区                            ジュンク堂書店　天満橋店

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 高槻市                                  大垣書店　高槻店

大阪府 守口市                                  未来屋書店　大日店

大阪府 枚方市                                  ＴＳＵＴＡＹＡ　東香里店

大阪府 東大阪市                                コミックランド　ヒバリヤ

大阪府 泉南市                                  未来屋書店　りんくう泉南店

兵庫県 神戸市東灘区                            メトロ書店　神戸御影店

兵庫県 尼崎市                                  ふたば書房　つかしん店

兵庫県 明石市                                  未来屋書店　明石店

兵庫県 明石市                                  ジュンク堂書店　明石店

奈良県 香芝市                                  三洋堂書店　香芝店

鳥取県 鳥取市                                  今井書店　吉成コミック店

島根県 松江市                                  今井書店グループセンター店

広島県 広島市中区                              紀伊國屋書店　広島店

広島県 福山市                                  ＴＳＵＴＡＹＡ　松永店

広島県 廿日市市                                紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店

山口県 下関市                                  明屋書店　ＭＥＧＡ新下関店

山口県 下松市                                  ブックランド都野　サンリブ下松店

香川県 高松市                                  宮脇書店　南本店

香川県 丸亀市                                  ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店

愛媛県 四国中央市                              明屋書店　川之江店

福岡県 福岡市博多区                            丸善　博多店

福岡県 福岡市中央区                            アニメイト　福岡パルコ店

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 飯塚市                                  明林堂書店　エーブック飯塚店

福岡県 八女市                                  ＴＳＵＴＡＹＡ積文館書店　八女店

福岡県 糟屋郡粕屋町                            フタバ図書　ＴＥＲＡイオンモール福岡店

熊本県 熊本市中央区                            蔦屋書店　熊本三年坂

熊本県 玉名市                                  ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　玉名店

大分県 大分市                                  紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店

宮崎県 都城市                                  田中書店　妻ヶ丘本店

宮崎県 延岡市                                  ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　岡富店

鹿児島県 鹿児島市                                ブックスミスミ　オプシア店


