
自治体 書店名 備考
北海道　旭川市 コーチャンフォー　旭川店 対象はコミックのみ
北海道　旭川市 ジュンク堂書店　旭川店 対象はコミックのみ
北海道　虻田郡倶知安町 ＴＳＵＴＡＹＡ　倶知安店 対象はコミックのみ
北海道　岩見沢市 イオン　岩見沢店 対象は児童書のみ
北海道　釧路郡釧路町 くまざわ書店　釧路店 対象はコミックのみ
北海道　釧路郡釧路町 リラィアブルブックス　運動公園通り店 対象はコミックのみ
北海道　釧路市 コーチャンフォー　釧路店 対象はコミックのみ
北海道　釧路市 リラィアブルブックス　ルート３８号店 対象はコミックのみ
北海道　根室市 リラィアブルブックス　根室店 対象はコミックのみ
北海道　札幌市厚別区 ヴィレッジヴァンガード新さっぽろカテプリ 対象はコミックのみ
北海道　札幌市厚別区 文教堂書店　新札幌ＤＵＯ店 対象はコミックのみ
北海道　札幌市厚別区 紀伊國屋書店　厚別店 対象はコミックのみ
北海道　札幌市清田区 コーチャンフォー　美しが丘店 対象はコミックのみ
北海道　札幌市清田区 ＴＳＵＴＡＹＡ　美しが丘店 対象はコミックのみ
北海道　札幌市清田区 宮脇書店　札幌平岡店
北海道　札幌市西区 ヴィレッジヴァンガード　イオン札幌発寒 対象はコミックのみ
北海道　札幌市西区 文教堂書店　西野３条店 対象はコミックのみ
北海道　札幌市西区 文教堂書店　琴似駅前店 対象はコミックのみ
北海道　札幌市中央区 紀伊國屋書店　札幌本店
北海道　札幌市中央区 紀伊國屋書店　オーロラタウン店 対象はコミックのみ
北海道　札幌市中央区 三省堂書店　札幌店
北海道　札幌市中央区 大垣書店　マルヤマクラス店
北海道　札幌市中央区 大垣書店　東光ストア円山店 対象は児童書のみ
北海道　札幌市東区 くまざわ書店　アリオ札幌店 対象はコミックのみ
北海道　札幌市東区 ダイヤ書房本店 対象はコミックのみ
北海道　札幌市東区 文教堂書店　新道店 対象はコミックのみ
北海道　札幌市東区 未来屋書店　苗穂店 対象はコミックのみ
北海道　札幌市豊平区 コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店 対象はコミックのみ
北海道　札幌市北区 アイブック　イトーヨーカドー屯田店 対象はコミックのみ
北海道　札幌市北区 コーチャンフォー　新川通り店 対象はコミックのみ
北海道　札幌市北区 アシーネ　麻生店 対象はコミックのみ
北海道　室蘭市 ＴＳＵＴＡＹＡ　室蘭店 対象はコミックのみ
北海道　小樽市 喜久屋書店　小樽店 対象はコミックのみ
北海道　上川郡東神楽町 くまざわ書店　東神楽店 対象はコミックのみ
北海道　千歳市 アカシヤ書房　ちとせモール店 対象はコミックのみ
北海道　千歳市 文教堂書店　新千歳空港店 対象はコミックのみ
北海道　帯広市 岡書　西帯店 対象はコミックのみ
北海道　帯広市 喜久屋書店　帯広店 対象はコミックのみ
北海道　帯広市 ザ・本屋さん　白樺コロニー店 対象はコミックのみ
北海道　帯広市 ザ・本屋さん　エルマー店 対象はコミックのみ
北海道　稚内市 ゲオ　稚内店 対象はコミックのみ
北海道　苫小牧市 ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧バイパス店 対象はコミックのみ
北海道　函館市 くまざわ書店　函館ポールスター店 対象はコミックのみ
北海道　函館市 文教堂書店　函館昭和店 対象はコミックのみ
北海道　標津郡中標津町 くまざわ書店　中標津店 対象はコミックのみ
北海道　標津郡中標津町 ゲオ　中標津店 対象はコミックのみ
北海道　北見市 ゲオ　北見南大通店 対象はコミックのみ
北海道　北見市 コーチャンフォー　北見店 対象はコミックのみ
青森県　五所川原市 くまざわ書店　五所川原店 対象はコミックのみ
青森県　弘前市 ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前店 対象はコミックのみ
青森県　十和田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田店 対象はコミックのみ
青森県　上北郡おいらせ町 カネイリ　下田店 対象はコミックのみ
青森県　青森市 成田本店　サンロード店 対象はコミックのみ
青森県　八戸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　八戸ニュータウン店 対象はコミックのみ
青森県　八戸市 ＮＥＴ２１伊吉書院類家店 対象はコミックのみ
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岩手県　一関市 ＴＳＵＴＡＹＡ　一関中央店 対象はコミックのみ
岩手県　一関市 宮脇書店　一関店 対象はコミックのみ
岩手県　釡石市 さわや書店　イオンタウン釡石店 対象はコミックのみ
岩手県　久慈市 宮脇書店　久慈店
岩手県　宮古市 リラパークこなり 対象はコミックのみ
岩手県　上閉伊郡大槌町 一頁堂書店 対象はコミックのみ
岩手県　盛岡市 エムズエクスポ盛岡店
岩手県　盛岡市 ジュンク堂書店　盛岡店 対象はコミックのみ
岩手県　盛岡市 東山堂　肴町本店
岩手県　盛岡市 東山堂　都南店
岩手県　盛岡市 東山堂　三ツ割店 対象はコミックのみ
岩手県　盛岡市 東山堂　川徳店 対象はコミックのみ
岩手県　盛岡市 東山堂　イオンモール前潟盛岡店 対象はコミックのみ
岩手県　盛岡市 東山堂　イオンモール盛岡南店
岩手県　盛岡市 蔦屋書店　盛岡店
岩手県　北上市 ブックスアメリカン　北上店 対象はコミックのみ
岩手県　北上市 東山堂　北上店 対象はコミックのみ
宮城県　角田市 ブックＴＯＷＮ　角田店 対象はコミックのみ
宮城県　気仙沼市 宮脇書店　気仙沼 対象はコミックのみ
宮城県　宮城郡利府町 ＴＳＵＴＡＹＡ　利府店 対象は児童書のみ
宮城県　宮城郡利府町 未来屋書店　新利府南館店 対象は児童書のみ
宮城県　柴田郡大河原町 金港堂　大河原店
宮城県　柴田郡柴田町 宮脇書店　柴田店 対象は児童書のみ
宮城県　石巻市 金港堂　石巻店
宮城県　石巻市 未来屋書店　石巻店 対象は児童書のみ
宮城県　仙台市宮城野区 ヤマト屋書店　東仙台店 対象は児童書のみ
宮城県　仙台市青葉区 あゆみＢｏｏｋｓ　仙台一番町店 対象はコミックのみ
宮城県　仙台市青葉区 喜久屋書店　仙台店 対象はコミックのみ
宮城県　仙台市青葉区 くまざわ書店　エスパル仙台店 対象はコミックのみ
宮城県　仙台市青葉区 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛子店 対象はコミックのみ
宮城県　仙台市青葉区 丸善　仙台アエル店 対象はコミックのみ
宮城県　仙台市青葉区 よしのや本間仙台愛子店 対象はコミックのみ
宮城県　仙台市青葉区 ヤマト屋書店　仙台八幡店 対象は児童書のみ
宮城県　仙台市青葉区 ヤマト屋書店　仙台三越店 対象は児童書のみ
宮城県　仙台市泉区 金港堂　泉パークタウン店 対象はコミックのみ
宮城県　仙台市泉区 くまざわ書店　アリオ仙台泉店 対象はコミックのみ
宮城県　仙台市泉区 八文字屋書店
宮城県　仙台市泉区 ブックスなにわ　仙台泉店 対象はコミックのみ
宮城県　仙台市泉区 未来屋書店　仙台中山店 対象はコミックのみ
宮城県　仙台市泉区 蔦屋書店　仙台泉店 対象は児童書のみ
宮城県　仙台市泉区 ヤマト屋書店　仙台長命ヶ丘店 対象は児童書のみ
宮城県　仙台市太白区 紀伊國屋書店　仙台店 対象はコミックのみ
宮城県　仙台市太白区 蔦屋書店　アクロスプラザ富沢西店 対象は児童書のみ
宮城県　多賀城市 ブックスなにわ　多賀城店 対象は児童書のみ
宮城県　多賀城市 未来屋書店　多賀城店 対象は児童書のみ
宮城県　大崎市 ＮＥＴ２１ブックセンターササエ古川店 対象はコミックのみ
宮城県　大崎市 ブックスなにわ　古川店 対象はコミックのみ
宮城県　大崎市 未来屋書店　古川店 対象はコミックのみ
宮城県　登米市 宮脇書店　佐沼店
宮城県　東松島市 ブックセンター湘南　矢本店 対象はコミックのみ
宮城県　富谷市 ＴＳＵＴＡＹＡ　富谷大清水店 対象はコミックのみ
宮城県　富谷市 未来屋書店　富谷店 対象はコミックのみ
宮城県　名取市 未来屋書店　名取店
秋田県　秋田市 加賀谷書店　茨島店 対象はコミックのみ
秋田県　秋田市 宮脇書店　秋田本店 対象はコミックのみ
秋田県　秋田市 宮脇書店　イオン秋田中央店 対象はコミックのみ
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秋田県　秋田市 未来屋書店　土崎港店 対象はコミックのみ
秋田県　秋田市 未来屋書店　秋田店 対象は児童書のみ
秋田県　大仙市 ブックスモア　大曲店 対象はコミックのみ
秋田県　由利本荘市 ミライア　本荘店 対象はコミックのみ
山形県　寒河江市 松田書店　コム店 対象はコミックのみ
山形県　山形市 こまつ書店　寿町本店
山形県　山形市 八文字屋　本店 対象はコミックのみ
山形県　鶴岡市 くまざわ書店　鶴岡店 対象はコミックのみ
山形県　東田川郡三川町 戸田書店　三川店 対象はコミックのみ
山形県　東田川郡三川町 未来屋書店　三川店 対象はコミックのみ
山形県　米沢市 ファミリーマート　ハラトク書店 対象はコミックのみ
福島県　いわき市 鹿島ブックセンター 対象はコミックのみ
福島県　いわき市 ブックエース　内郷店 対象はコミックのみ
福島県　いわき市 ブックエース　小名浜店 対象はコミックのみ
福島県　いわき市 ブックエース　上荒川店 対象はコミックのみ
福島県　いわき市 ブックエース　植田店 対象はコミックのみ
福島県　いわき市 ヤマニ書房　エブリア店 対象はコミックのみ
福島県　いわき市 ヤマニ書房　湯本店 対象はコミックのみ
福島県　いわき市 ヤマニ書房　イオンいわき店 対象はコミックのみ
福島県　郡山市 岩瀬書店　富久山店プラスゲオ
福島県　郡山市 くまざわ書店　郡山店 対象はコミックのみ
福島県　郡山市 みどり書房　桑野店 対象はコミックのみ
福島県　郡山市 ジュンク堂書店　郡山店 対象は児童書のみ
福島県　郡山市 みどり書房　イオンタウン郡山店 対象は児童書のみ
福島県　須賀川市 くまざわ書店　須賀川店 対象はコミックのみ
福島県　須賀川市 郡山書店　須賀川西店 対象はコミックのみ
福島県　白河市 みどり書房　白河店 対象はコミックのみ
福島県　福島市 岩瀬書店　八木田店プラスゲオ
福島県　福島市 岩瀬書店　福島駅西口店
福島県　福島市 岩瀬書店　ヨークベニマル福島西店 対象はコミックのみ
福島県　福島市 くまざわ書店　福島エスパル店
福島県　福島市 西沢書店　北店
茨城県　つくば市 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店 対象はコミックのみ
茨城県　つくば市 リブロ　つくばキュート店 対象はコミックのみ
茨城県　つくば市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば 対象はコミックのみ
茨城県　つくば市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店
茨城県　ひたちなか市 蔦屋書店　ひたちなか店
茨城県　ひたちなか市 ブックエース　勝田東石川店 対象はコミックのみ
茨城県　下妻市 ブックエース　下妻店 対象はコミックのみ
茨城県　牛久市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店 対象はコミックのみ
茨城県　結城市 ブックエース　結城店 対象はコミックのみ
茨城県　古河市 ブックエース　総和店 対象はコミックのみ
茨城県　坂東市 ブックエース　坂東店 対象はコミックのみ
茨城県　取手市 くまざわ書店　取手店 対象はコミックのみ
茨城県　取手市 ブックエース　新取手店 対象はコミックのみ
茨城県　水戸市 川又書店　水戸駅プラムストリート店 対象はコミックのみ
茨城県　水戸市 川又書店　県庁店 対象はコミックのみ
茨城県　水戸市 ブックエース　酒門店 対象はコミックのみ
茨城県　水戸市 ブックエース　見和店 対象はコミックのみ
茨城県　水戸市 ブックエース　茨大前店 対象はコミックのみ
茨城県　石岡市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ピアシティ石岡店 対象はコミックのみ
茨城県　筑西市 ブックエース　下館店 対象はコミックのみ
茨城県　筑西市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店 対象は児童書のみ
茨城県　那珂郡東海村 ブックエース　東海店 対象はコミックのみ
茨城県　日立市 ブックエース　日立鮎川店 対象はコミックのみ
茨城県　龍ケ崎市 蔦屋書店　龍ケ崎店 対象は児童書のみ
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栃木県　さくら市 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店 対象はコミックのみ
栃木県　宇都宮市 くまざわ書店　アピタ宇都宮店 対象はコミックのみ
栃木県　宇都宮市 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮南店 対象はコミックのみ
栃木県　宇都宮市 うさぎや　宇都宮駅東口店 対象は児童書のみ
栃木県　宇都宮市 うさぎや　宇都宮戸祭店 対象は児童書のみ
栃木県　佐野市 宮脇書店　イオンタウン佐野店 対象はコミックのみ
栃木県　鹿沼市 くまざわ書店　鹿沼店 対象はコミックのみ
栃木県　小山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　小山城南店 対象はコミックのみ
栃木県　足利市 くまざわ書店　足利コムファースト店 対象はコミックのみ
栃木県　足利市 くまざわ書店　アシコタウン 対象はコミックのみ
栃木県　足利市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　新足利店 対象はコミックのみ
栃木県　足利市 文真堂書店　葉鹿店 対象は児童書のみ
栃木県　足利市 文真堂書店タイムクリップ　足利助戸店 対象は児童書のみ
栃木県　那須塩原市 ブックセンター　りーぶる 対象はコミックのみ
群馬県　みどり市 くまざわ書店　大間々店 対象はコミックのみ
群馬県　みどり市 文真堂書店タイムクリップ　大間々店 対象は児童書のみ
群馬県　安中市 ＴＳＵＴＡＹＡ　安中店 対象はコミックのみ
群馬県　安中市 文真堂書店タイムクリップ　安中店 対象は児童書のみ
群馬県　伊勢崎市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊勢崎店 対象はコミックのみ
群馬県　伊勢崎市 蔦屋書店　伊勢崎平和町店 対象は児童書のみ
群馬県　伊勢崎市 蔦屋書店　伊勢崎茂呂店 対象は児童書のみ
群馬県　伊勢崎市 蔦屋書店　伊勢崎宮子店 対象は児童書のみ
群馬県　館林市 文真堂書店　小桑原店 対象は児童書のみ
群馬県　桐生市 戸田書店　桐生店 対象はコミックのみ
群馬県　桐生市 文真堂書店　相生店 対象は児童書のみ
群馬県　吾妻郡中之条町 戸田書店　中之条店 対象はコミックのみ
群馬県　吾妻郡吾妻町 文真堂書店　原町店 対象は児童書のみ
群馬県　高崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　江木店 対象はコミックのみ
群馬県　高崎市 未来屋書店　高崎店 対象はコミックのみ
群馬県　高崎市 文真堂書店タイムクリップ　倉賀野店 対象は児童書のみ
群馬県　高崎市 文真堂書店タイムクリップ　群馬町店 対象は児童書のみ
群馬県　高崎市 文真堂書店　上中居店 対象は児童書のみ
群馬県　高崎市 ブックマンズアカデミー　高崎店 対象は児童書のみ
群馬県　渋川市 蔦屋書店　渋川店 対象はコミックのみ
群馬県　渋川市 文真堂書店タイムクリップ　渋川中央店 対象は児童書のみ
群馬県　沼田市 文真堂書店　上原店 対象は児童書のみ
群馬県　前橋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　片貝店 対象はコミックのみ
群馬県　前橋市 紀伊國屋書店　前橋店 対象はコミックのみ
群馬県　前橋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　箱田店 対象はコミックのみ
群馬県　前橋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　前橋荒牧店 対象はコミックのみ
群馬県　前橋市 戸田書店　前橋本店 対象はコミックのみ
群馬県　前橋市 蔦屋書店　前橋みなみモール店 対象は児童書のみ
群馬県　前橋市 ブックマンズアカデミー　前橋店 対象は児童書のみ
群馬県　前橋市 文真堂書店　大胡店 対象は児童書のみ
群馬県　前橋市 文真堂書店　片貝店 対象は児童書のみ
群馬県　前橋市 文真堂書店　小出店 対象は児童書のみ
群馬県　前橋市 文真堂書店　関根店 対象は児童書のみ
群馬県　太田市 喜久屋書店　太田店 対象はコミックのみ
群馬県　太田市 蔦屋書店　太田店 対象は児童書のみ
群馬県　太田市 ブックマンズアカデミー　太田店 対象は児童書のみ
群馬県　太田市 文真堂書店タイムクリップ　新井店 対象は児童書のみ
群馬県　富岡市 文真堂書店　一の宮店 対象は児童書のみ
群馬県　北群馬郡吉岡町 蔦屋書店　前橋吉岡店 対象は児童書のみ
群馬県　邑楽郡大泉町 ＴＳＵＴＡＹＡ　大泉店 対象はコミックのみ
群馬県　邑楽郡大泉町 文真堂書店　大泉店 対象は児童書のみ
埼玉県　さいたま市浦和区 紀伊國屋書店　浦和パルコ店
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埼玉県　さいたま市浦和区 須原屋　コルソ店
埼玉県　さいたま市大宮区 三省堂書店　大宮店 対象はコミックのみ
埼玉県　さいたま市大宮区 ジュンク堂書店　大宮高島屋店 対象はコミックのみ
埼玉県　さいたま市中央区 ブックデポ書楽 対象はコミックのみ
埼玉県　さいたま市中央区 未来屋書店　与野店 対象は児童書のみ
埼玉県　さいたま市北区 くまざわ書店　宮原店 対象はコミックのみ
埼玉県　さいたま市北区 未来屋書店　大宮店 対象はコミックのみ
埼玉県　さいたま市緑区 くまざわ書店　東浦和店 対象はコミックのみ
埼玉県　ふじみ野市 メディアライン　東京堂ふじみ野店 対象は児童書のみ
埼玉県　越谷市 ヴィレッジヴァンガード　＋ＰＬＵＳ 対象はコミックのみ
埼玉県　越谷市 ヴィレッジヴァンガードイオンレイクタウン 対象はコミックのみ
埼玉県　越谷市 東京旭屋書店　新越谷店
埼玉県　越谷市 ほんのいえ　宮脇書店　越谷店 対象はコミックのみ
埼玉県　越谷市 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　レイクタウン 対象はコミックのみ
埼玉県　越谷市 文真堂書店タイムクリップ　北越谷店
埼玉県　越谷市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　越谷店 対象はコミックのみ
埼玉県　桶川市 丸善　桶川店 対象はコミックのみ
埼玉県　久喜市 くまざわ書店　鷲宮店 対象はコミックのみ
埼玉県　久喜市 蔦屋書店　フォレオ菖蒲店 対象は児童書のみ
埼玉県　熊谷市 くまざわ書店　アズセカンド店 対象はコミックのみ
埼玉県　熊谷市 戸田書店　熊谷店
埼玉県　熊谷市 文教堂　熊谷駅店 対象はコミックのみ
埼玉県　熊谷市 蔦屋書店　熊谷店 対象は児童書のみ
埼玉県　戸田市 未来屋書店　北戸田店 対象はコミックのみ
埼玉県　幸手市 文真堂書店タイムクリップ　幸手店 対象は児童書のみ
埼玉県　行田市 宮脇書店　行田持田店 対象はコミックのみ
埼玉県　鴻巣市 宮脇書店　鴻巣店
埼玉県　坂戸市 よむよむ　坂戸入西店 対象はコミックのみ
埼玉県　三郷市 ＫａＢｏＳ　ららぽーと新三郷店 対象はコミックのみ
埼玉県　三郷市 宮脇書店　ヨーカドー三郷店 対象は児童書のみ
埼玉県　春日部市 酒井書店　中央店 対象はコミックのみ
埼玉県　春日部市 ブックエース　春日部店 対象はコミックのみ
埼玉県　春日部市 メディアライン　春日部店 対象はコミックのみ
埼玉県　春日部市 リブロ　ララガーデン春日部店 対象はコミックのみ
埼玉県　所沢市 パルコブックセンター　新所沢店 対象はコミックのみ
埼玉県　所沢市 リブロ　狭山ヶ丘店 対象はコミックのみ
埼玉県　所沢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　所沢山口店 対象は児童書のみ
埼玉県　所沢市 大垣書店　ブックスタマ　所沢店 対象は児童書のみ
埼玉県　上尾市 東京旭屋書店　アリオ上尾店 対象はコミックのみ
埼玉県　上尾市 高砂屋書店　ＰＡＰＡ上尾店 対象はコミックのみ
埼玉県　上尾市 ブックマルシェ　上尾店 対象は児童書のみ
埼玉県　新座市 文教堂書店　新座駅店 対象はコミックのみ
埼玉県　深谷市 ブックマルシェ　アリオ深谷店 対象はコミックのみ
埼玉県　川越市 くまざわ書店　的場店 対象はコミックのみ
埼玉県　川越市 ブックファースト　ルミネ川越店
埼玉県　川口市 くまざわ書店　ララガーデン川口店 対象はコミックのみ
埼玉県　川口市 未来屋書店　川口店 対象はコミックのみ
埼玉県　川口市 文教堂書店　東川口店 対象は児童書のみ
埼玉県　川口市 明文堂書店　川口末広店 対象は児童書のみ
埼玉県　草加市 文真堂書店　ホームズ草加舎人店 対象は児童書のみ
埼玉県　秩父市 文真堂書店タイムクリップ　秩父黒谷店 対象は児童書のみ
埼玉県　朝霞市 ＣＨＩＥＮＯＷＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ 対象はコミックのみ
埼玉県　朝霞市 宮脇書店　朝霞店 対象はコミックのみ
埼玉県　東松山市 ヴィレッジヴァンガード　ピオニＷ東松山店 対象はコミックのみ
埼玉県　東松山市 リブロ　ピオニウォーク東松山店 対象はコミックのみ
埼玉県　東松山市 蔦屋書店　東松山店 対象は児童書のみ
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埼玉県　入間市 くまざわ書店　入間店 対象はコミックのみ
埼玉県　入間市 未来屋書店　入間店 対象はコミックのみ
埼玉県　飯能市 くまざわ書店　飯能店 対象はコミックのみ
埼玉県　飯能市 丸善　丸広百貨店飯能店 対象はコミックのみ
埼玉県　比企郡滑川町 蔦屋書店　滑川店 対象は児童書のみ
埼玉県　比企郡川島町 蔦屋書店　川島インター店 対象は児童書のみ
埼玉県　富士見市 リブロ　ららぽーと富士見店 対象はコミックのみ
埼玉県　北葛飾郡杉戸町 ブックエース　杉戸店 対象はコミックのみ
埼玉県　北本市 宮脇書店　北本店 対象はコミックのみ
埼玉県　本庄市 蔦屋書店　本庄早稲田店 対象は児童書のみ
埼玉県　本庄市 文真堂書店　ビバモール本庄店 対象は児童書のみ
千葉県　夷隅郡大多喜町 ＢｏｏｋＬａｎｄオリブ 対象はコミックのみ
千葉県　印西市 喜久屋書店　千葉ニュータウン店 対象はコミックのみ
千葉県　印西市 宮脇書店　印西牧の原店 対象はコミックのみ
千葉県　我孫子市 ブックマルシェ　我孫子店 対象は児童書のみ
千葉県　鎌ケ谷市 くまざわ書店　新鎌ケ谷店 対象は児童書のみ
千葉県　君津市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ君津店 対象はコミックのみ
千葉県　佐倉市 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐倉店 対象はコミックのみ
千葉県　佐倉市 ときわ書房　志津ステーションビル店 対象はコミックのみ
千葉県　佐倉市 宮脇書店　ユーカリが丘店 対象はコミックのみ
千葉県　四街道市 くまざわ書店　四街道店 対象はコミックのみ
千葉県　市川市 ヴィレッジヴァンガード　イオン市川妙典 対象はコミックのみ
千葉県　市川市 コーナンＢＯＯＫＳ　市川原木店 対象はコミックのみ
千葉県　市川市 ときわ書房　本八幡店 対象はコミックのみ
千葉県　市川市 ときわ書房　本八幡スクエア店＋ＧＥＯ 対象はコミックのみ
千葉県　市川市 文教堂書店　行徳店 対象はコミックのみ
千葉県　市川市 ブックファースト　シャポー市川店
千葉県　市川市 山下書店　南行徳店 対象はコミックのみ
千葉県　市川市 福家書店　市川店 対象は児童書のみ
千葉県　松戸市 喜久屋書店　松戸店
千葉県　松戸市 堀江良文堂書店　松戸店 対象はコミックのみ
千葉県　松戸市 くまざわ書店　松戸新田店 対象は児童書のみ
千葉県　成田市 ヴィレッジヴァンガード　イオン成田 対象はコミックのみ
千葉県　成田市 くまざわ書店　公津店 対象はコミックのみ
千葉県　成田市 ブックエース　成田赤坂店 対象はコミックのみ
千葉県　成田市 未来屋書店　成田店
千葉県　千葉市若葉区 文教堂書店　小倉台店 対象はコミックのみ
千葉県　千葉市中央区 くまざわ書店　蘇我店 対象はコミックのみ
千葉県　千葉市中央区 三省堂書店　カルチャーステーション千葉 対象はコミックのみ
千葉県　千葉市中央区 三省堂書店　そごう千葉店 対象は児童書のみ
千葉県　千葉市美浜区 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール幕張 対象はコミックのみ
千葉県　千葉市美浜区 未来屋書店　幕張新都心店 対象はコミックのみ
千葉県　千葉市緑区 ＳＢオークスブックセンター　あすみが丘店 対象は児童書のみ
千葉県　千葉市緑区 精文館書店　イオンおゆみ野店 対象は児童書のみ
千葉県　船橋市 くまざわ書店　ららぽーと船橋店 対象はコミックのみ
千葉県　船橋市 ジュンク堂書店　南船橋店 対象はコミックのみ
千葉県　船橋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　夏見台店 対象はコミックのみ
千葉県　船橋市 ときわ書房　イトーヨーカドー船橋店 対象はコミックのみ
千葉県　船橋市 東京旭屋書店　船橋店
千葉県　船橋市 ヴィレッジヴァンガード　津田沼パルコ 対象はコミックのみ
千葉県　船橋市 文教堂書店　下総中山駅店 対象はコミックのみ
千葉県　柏市 ＫａＢｏＳ　ららぽーと柏の葉店
千葉県　柏市 紀伊國屋書店　セブンパークアリオ柏店 対象はコミックのみ
千葉県　柏市 未来屋書店　柏店 対象はコミックのみ
千葉県　柏市 柏の葉　蔦屋書店 対象は児童書のみ
千葉県　八千代市 くまざわ書店　勝田台店 対象はコミックのみ
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千葉県　八千代市 くまざわ書店　八千代台店
千葉県　八千代市 未来屋書店　八千代緑が丘店 対象は児童書のみ
千葉県　茂原市 文教堂書店　茂原店 対象はコミックのみ
千葉県　木更津市 くまざわ書店　木更津店 対象はコミックのみ
千葉県　木更津市 未来屋書店　木更津店 対象はコミックのみ
東京都　あきる野市 文教堂書店　あきる野とうきゅう店 対象はコミックのみ
東京都　稲城市 コーチャンフォー　若葉台店 対象はコミックのみ
東京都　稲城市 蔦屋書店　稲城若葉台店 対象は児童書のみ
東京都　羽村市 大垣書店　ブックスタマ　小作店 対象はコミックのみ
東京都　葛飾区 有限会社太洋堂書店 対象はコミックのみ
東京都　葛飾区 ＢＯＯＫＳキデイランド　亀有店
東京都　葛飾区 文教堂書店　青戸店 対象はコミックのみ
東京都　葛飾区 大和書店 対象はコミックのみ
東京都　葛飾区 ＴＳＵＴＡＹＡ　亀有店 対象は児童書のみ
東京都　江戸川区 あゆみＢｏｏｋｓ　瑞江店 対象はコミックのみ
東京都　江戸川区 未来屋書店　葛西店 対象はコミックのみ
東京都　江戸川区 八重洲ブックセンター　アリオ葛西店 対象はコミックのみ
東京都　江戸川区 有隣堂　シャポー小岩店 対象はコミックのみ
東京都　江戸川区 ＴＳＵＴＡＹＡ　船堀店 対象は児童書のみ
東京都　江東区 ヴィレッジヴァンガード　ＶーＦＯＲＴ 対象はコミックのみ
東京都　江東区 ドラえもん未来デパート 対象はコミックのみ
東京都　江東区 福家書店　アリオ北砂店
東京都　江東区 丸善　有明ガーデン店 対象はコミックのみ
東京都　江東区 有隣堂　アトレ亀戸店 対象はコミックのみ
東京都　江東区 リブロ南砂町ＳＵＮＡＭＯ店 対象はコミックのみ
東京都　江東区 紀伊國屋書店　イトーヨーカドー木場店 対象は児童書のみ
東京都　江東区 ＴＳＵＴＡＹＡ　東大島店 対象は児童書のみ
東京都　港区 小川書店 対象はコミックのみ
東京都　港区 カルチャーエージェント文教堂青山一丁目店 対象はコミックのみ
東京都　港区 くまざわ書店　アクアシティ店 対象はコミックのみ
東京都　港区 くまざわ書店　田町店 対象はコミックのみ
東京都　港区 文教堂書店　広尾店 対象はコミックのみ
東京都　港区 文教堂書店　赤坂店 対象は児童書のみ
東京都　港区 文教堂　六本木ヒルズ店 対象は児童書のみ
東京都　港区 ＰＡＰＥＲ　ＷＡＬＬ　エキュート品川店
東京都　荒川区 くまざわ書店　南千住店 対象はコミックのみ
東京都　国分寺市 ヴィレッジヴァンガード　セレオ国分寺店 対象はコミックのみ
東京都　国分寺市 ＮＥＴ２１隆文堂　西国分寺店 対象はコミックのみ
東京都　国分寺市 紀伊國屋書店　国分寺店
東京都　国立市 増田書店 対象はコミックのみ
東京都　三鷹市 有隣堂　アトレヴィ三鷹店 対象はコミックのみ
東京都　渋谷区 青山ブックセンター　本店 対象はコミックのみ
東京都　渋谷区 ヴィレッジヴァンガード　渋谷本店 対象はコミックのみ
東京都　渋谷区 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＨＩＢＵＹＡ 対象はコミックのみ
東京都　渋谷区 紀伊國屋書店　笹塚店 対象はコミックのみ
東京都　渋谷区 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 対象はコミックのみ
東京都　渋谷区 代官山　蔦屋書店 対象はコミックのみ
東京都　渋谷区 有隣堂　アトレ恵比寿店
東京都　渋谷区 紀伊國屋書店　西武渋谷店 対象は児童書のみ
東京都　小金井市 くまざわ書店　武蔵小金井北口店 対象はコミックのみ
東京都　小平市 文教堂書店　小平店 対象はコミックのみ
東京都　昭島市 ＮＥＴ２１井上昭島店 対象はコミックのみ
東京都　昭島市 たまべ書房 対象はコミックのみ
東京都　昭島市 くまざわ書店　昭島店 対象はコミックのみ
東京都　新宿区 紀伊國屋書店　新宿本店
東京都　新宿区 ＮＥＴ２１伊野尾書店 対象はコミックのみ
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東京都　新宿区 ブルービート　ヴィレッジヴァンガード 対象はコミックのみ
東京都　新宿区 くまざわ書店　東京オペラシティ店 対象はコミックのみ
東京都　新宿区 ブックファースト　新宿店 対象はコミックのみ
東京都　新宿区 ＳＴＯＲＹ　ＳＴＯＲＹ 対象はコミックのみ
東京都　新宿区 書泉芳林堂書店　高田馬場店 対象は児童書のみ
東京都　杉並区 広和書店 対象はコミックのみ
東京都　杉並区 ヴィレッジヴァンガード　高円寺店 対象はコミックのみ
東京都　杉並区 文禄堂　高円寺店 対象はコミックのみ
東京都　杉並区 今野書店　コミック店 対象はコミックのみ
東京都　杉並区 ＮＥＴ２１秀文堂方南町店 対象はコミックのみ
東京都　杉並区 ブックショップ書楽 対象はコミックのみ
東京都　杉並区 八重洲ブックセンター　ルミネ荻窪店 対象はコミックのみ
東京都　世田谷区 ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋 対象はコミックのみ
東京都　世田谷区 ヴィレッジヴァンガード　下北沢 対象はコミックのみ
東京都　世田谷区 梅木書店 対象はコミックのみ
東京都　世田谷区 紀伊國屋書店　玉川高島屋店 対象はコミックのみ
東京都　世田谷区 三省堂書店　成城店 対象はコミックのみ
東京都　世田谷区 スーパーブックス　あおい書店池尻大橋店 対象はコミックのみ
東京都　世田谷区 ＮＥＴ２１千歳船橋店 対象はコミックのみ
東京都　世田谷区 ＴＳＵＴＡＹＡ　馬事公苑店 対象はコミックのみ
東京都　世田谷区 文教堂書店　二子玉川店
東京都　清瀬市 ＢＯＯＫＳいいだ　クレア店 対象はコミックのみ
東京都　西多摩郡瑞穂町 よむよむ　ザ・モールみずほ店 対象はコミックのみ
東京都　西東京市 リブロ　ひばりが丘店 対象はコミックのみ
東京都　千代田区 三省堂書店　神保町本店
東京都　千代田区 書泉ブックタワー 対象はコミックのみ
東京都　千代田区 書泉グランデ 対象はコミックのみ
東京都　千代田区 東京堂書店　神田神保町店 対象はコミックのみ
東京都　千代田区 文教堂書店　市ヶ谷店
東京都　千代田区 ブックコンパス　グランスタ東京店 対象はコミックのみ
東京都　千代田区 丸善　丸の内本店 対象はコミックのみ
東京都　千代田区 有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店 対象はコミックのみ
東京都　足立区 住吉書房　五反野店 対象は児童書のみ
東京都　足立区 くまざわ書店　千住大橋店 対象はコミックのみ
東京都　足立区 ブックファースト　ルミネ北千住店 対象は児童書のみ
東京都　足立区 文真堂書店　足立花畑店 対象は児童書のみ
東京都　多摩市 くまざわ書店　桜ヶ丘店 対象はコミックのみ
東京都　多摩市 啓文堂書店　多摩センター店 対象はコミックのみ
東京都　多摩市 ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店 対象はコミックのみ
東京都　多摩市 蔦屋書店　多摩永山店 対象は児童書のみ
東京都　台東区 くまざわ書店　浅草店 対象はコミックのみ
東京都　台東区 明正堂　アトレ上野店 対象はコミックのみ
東京都　大田区 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　東急蒲田店 対象はコミックのみ
東京都　大田区 ＴＳＵＴＡＹＡ　大森町駅前店 対象はコミックのみ
東京都　大田区 ブックファースト　アトレ大森店 対象はコミックのみ
東京都　大田区 有隣堂　グランデュオ蒲田店
東京都　中央区 教文館 対象はコミックのみ
東京都　中央区 銀座　蔦屋書店 対象はコミックのみ
東京都　中央区 八重洲ブックセンター　本店 対象はコミックのみ
東京都　中央区 タロー書房 対象はコミックのみ
東京都　中野区 ブックファースト　中野店 対象はコミックのみ
東京都　町田市 久美堂　本町田店 対象はコミックのみ
東京都　町田市 文教堂書店　成瀬店 対象はコミックのみ
東京都　町田市 有隣堂　町田モディ店 対象はコミックのみ
東京都　調布市 書原　つつじヶ丘店 対象はコミックのみ
東京都　調布市 くまざわ書店　国領店 対象はコミックのみ
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東京都　東久留米市 宮脇書店　東久留米店
東京都　東村山市 メディアライン　東村山店 対象はコミックのみ
東京都　東村山市 丸山書房 対象はコミックのみ
東京都　東大和市 大垣書店　ブックスタマ　東大和店 対象は児童書のみ
東京都　日野市 未来屋書店　多摩平の森店 対象はコミックのみ
東京都　八王子市 くまざわ書店八王子店　コミックランドビーワン 対象はコミックのみ
東京都　八王子市 くまざわ書店　八王子みなみ野店 対象はコミックのみ
東京都　八王子市 くまざわ書店　八王子南口店 対象はコミックのみ
東京都　八王子市 くまざわ書店　イーアス高尾店 対象はコミックのみ
東京都　八王子市 文教堂書店　南大沢店
東京都　八王子市 有隣堂　セレオ八王子店
東京都　八王子市 蔦屋書店　八王子みなみ野店 対象は児童書のみ
東京都　八王子市 蔦屋書店　南大沢店 対象は児童書のみ
東京都　八王子市 蔦屋書店　八王子楢原店 対象は児童書のみ
東京都　板橋区 こみや書店 対象はコミックのみ
東京都　板橋区 文教堂書店　西台店 対象は児童書のみ
東京都　板橋区 宮脇書店　イオンスタイル板橋前野町店 対象は児童書のみ
東京都　品川区 ＴＳＵＴＡＹＡ　西五反田店 対象はコミックのみ
東京都　品川区 ブックファースト　五反田店
東京都　品川区 有隣堂　アトレ大井町店
東京都　府中市 喜久屋書店　府中店 対象はコミックのみ
東京都　武蔵村山市 オリオン書房　イオンモールむさし村山店 対象はコミックのみ
東京都　武蔵野市 ヴィレッジヴァンガード　オンザコーナー 対象はコミックのみ
東京都　武蔵野市 ジュンク堂書店　吉祥寺店 対象はコミックのみ
東京都　武蔵野市 ニュースタイル　吉祥寺ロフト 対象はコミックのみ
東京都　武蔵野市 八重洲ブックセンター　ＩＹ武蔵境店 対象はコミックのみ
東京都　武蔵野市 啓文堂書店　吉祥寺店 対象は児童書のみ
東京都　武蔵野市 ブックファースト　アトレ吉祥寺店 対象は児童書のみ
東京都　文京区 スーパーブックス　あおい書店春日店 対象はコミックのみ
東京都　文京区 文教堂書店　グリーンコート店 対象はコミックのみ
東京都　豊島区 旭屋書店　池袋店 対象はコミックのみ
東京都　豊島区 ヴィレッジヴァンガード　池袋アルタ 対象はコミックのみ
東京都　豊島区 くまざわ書店　サンシャインシティアルパ店 対象はコミックのみ
東京都　豊島区 三省堂書店　池袋本店
東京都　豊島区 ジュンク堂書店　池袋本店 対象はコミックのみ
東京都　豊島区 成文堂　巣鴨駅前店 対象はコミックのみ
東京都　豊島区 アニメイト　池袋本店 対象はコミックのみ
東京都　北区 ブックス王子 対象はコミックのみ
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 対象はコミックのみ
東京都　墨田区 廣文館　イトーヨーカドー曳舟店 対象はコミックのみ
東京都　墨田区 有隣堂　錦糸町テルミナ店 対象はコミックのみ
東京都　墨田区 くまざわ書店　錦糸町店 対象は児童書のみ
東京都　目黒区 ＮＥＴ２１恭文堂学芸大学店 対象はコミックのみ
東京都　立川市 オリオン書房　サザン店 対象はコミックのみ
東京都　立川市 オリオン書房　ルミネ立川店 対象はコミックのみ
東京都　立川市 オリオン書房　ノルテ店 対象はコミックのみ
東京都　立川市 有隣堂　ららぽーと立川立飛店 対象はコミックのみ
東京都　練馬区 あゆみＢｏｏｋｓ　平和台店 対象はコミックのみ
東京都　練馬区 オリオン書房　上石神井店 対象はコミックのみ
東京都　練馬区 くまざわ書店　大泉学園店 対象はコミックのみ
東京都　練馬区 八重洲ブックセンター　石神井公園店 対象はコミックのみ
東京都　練馬区 ライフ　平和台店 対象はコミックのみ
東京都　練馬区 リブロ　エミオ富士見台店 対象はコミックのみ
東京都　練馬区 蔦屋書店　練馬春日町店 対象は児童書のみ
神奈川県　綾瀬市 くまざわ書店　綾瀬店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市金沢区 ブックスオオトリ　金沢シーサイド店 対象はコミックのみ
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神奈川県　横浜市戸塚区 有隣堂　戸塚モディ店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市戸塚区 有隣堂　東急プラザ戸塚店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市戸塚区 紀伊國屋書店　西武東戸塚Ｓ．Ｃ．店 対象は児童書のみ
神奈川県　横浜市港南区 浜書房　バーズ店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市港南区 ブックスキタミ　港南台店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市港南区 八重洲ブックセンター　京急上大岡店
神奈川県　横浜市港南区 八重洲ブックセンター　ＩＹ上永谷店
神奈川県　横浜市港北区 くまざわ書店　アピタテラス横浜綱島店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市港北区 三省堂書店　新横浜店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市港北区 天一書房　大倉山店
神奈川県　横浜市港北区 天一書房　日吉店
神奈川県　横浜市港北区 有隣堂　トレッサ横浜店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市瀬谷区 天一書房　瀬谷店
神奈川県　横浜市西区 有隣堂　横浜駅西口コミック王国
神奈川県　横浜市西区 紀伊國屋書店　横浜店
神奈川県　横浜市西区 くまざわ書店　ランドマーク店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市西区 丸善　横浜みなとみらい店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市西区 有隣堂　ルミネ横浜店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市青葉区 文教堂書店　すすき野とうきゅう店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市青葉区 有隣堂　たまプラーザテラス店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市青葉区 蔦屋書店　青葉奈良店 対象は児童書のみ
神奈川県　横浜市泉区 文教堂書店　立場店
神奈川県　横浜市中区 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ新山下 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市中区 有隣堂　本店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市鶴見区 くまざわ書店　鶴見店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市鶴見区 ブックポート２０３　鶴見店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市都筑区 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市都筑区 紀伊國屋書店　ららぽーと横浜店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市都筑区 ブックファースト　モザイクモール港北店
神奈川県　横浜市都筑区 有隣堂　センター南駅店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市都筑区 リブロ　港北東急ＳＣ店 対象はコミックのみ
神奈川県　横浜市都筑区 蔦屋書店　港北ミナモ店 対象は児童書のみ
神奈川県　横浜市緑区 くまざわ書店　長津田店 対象はコミックのみ
神奈川県　海老名市 三省堂書店　海老名店 対象はコミックのみ
神奈川県　海老名市 未来屋書店　海老名店
神奈川県　海老名市 有隣堂　ららぽーと海老名店 対象はコミックのみ
神奈川県　鎌倉市 文教堂書店　鎌倉とうきゅう店 対象はコミックのみ
神奈川県　厚木市 ヴィレッジヴァンガード　本厚木ミロード 対象はコミックのみ
神奈川県　厚木市 有隣堂　厚木店
神奈川県　厚木市 蔦屋書店　厚木下依知店 対象は児童書のみ
神奈川県　座間市 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール座間 対象はコミックのみ
神奈川県　座間市 文教堂書店　入谷店 対象はコミックのみ
神奈川県　三浦郡葉山町 文教堂書店　葉山店 対象はコミックのみ
神奈川県　小田原市 三省堂書店　小田原店 対象はコミックのみ
神奈川県　小田原市 スーパーブックス伊勢治書店ダイナシティ店 対象は児童書のみ
神奈川県　秦野市 伊勢原書店　秦野店 対象はコミックのみ
神奈川県　秦野市 未来屋書店　秦野店 対象はコミックのみ
神奈川県　川崎市幸区 北野書店　本店 対象はコミックのみ
神奈川県　川崎市高津区 文教堂書店　溝ノ口駅前店
神奈川県　川崎市高津区 文教堂書店　溝ノ口本店 対象は児童書のみ
神奈川県　川崎市川崎区 有隣堂　アトレ川崎店 対象はコミックのみ
神奈川県　川崎市多摩区 スーパーブックス　住吉書房　登戸店 対象はコミックのみ
神奈川県　川崎市多摩区 藤子・Ｆ・不二雄ミュージアムショップ 対象はコミックのみ
神奈川県　川崎市多摩区 文教堂書店　登戸駅店 対象はコミックのみ
神奈川県　川崎市中原区 スーパーブックス　住吉書房　元住吉店 対象はコミックのみ
神奈川県　川崎市中原区 スーパーブックス　住吉書房　新丸子駅前店 対象はコミックのみ
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神奈川県　川崎市中原区 有隣堂　武蔵小杉東急スクエア店 対象はコミックのみ
神奈川県　川崎市中原区 紀伊國屋書店　武蔵小杉店 対象は児童書のみ
神奈川県　川崎市中原区 文教堂書店　新城駅店 対象は児童書のみ
神奈川県　川崎市麻生区 有隣堂　新百合ヶ丘エルミロード店 対象はコミックのみ
神奈川県　相模原市　中央区 くまざわ書店　相模原店 対象はコミックのみ
神奈川県　相模原市　南区 くまざわ書店　相模大野店 対象はコミックのみ
神奈川県　相模原市　南区 ブックファースト　ボーノ相模大野店 対象は児童書のみ
神奈川県　相模原市　緑区 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店　橋本店 対象はコミックのみ
神奈川県　相模原市　緑区 有隣堂　ミウィ橋本店 対象はコミックのみ
神奈川県　足柄上郡開成町 ミクニ書店 対象はコミックのみ
神奈川県　大和市 くまざわ書店　大和鶴間店 対象はコミックのみ
神奈川県　大和市 ブックポート２０３　大和店 対象はコミックのみ
神奈川県　大和市 文教堂書店　中央林間店 対象はコミックのみ
神奈川県　大和市 蔦屋書店　大和下鶴間店 対象は児童書のみ
神奈川県　中郡大磯町 文教堂書店　平塚店
神奈川県　藤沢市 ジュンク堂書店　藤沢店 対象はコミックのみ
神奈川県　藤沢市 有隣堂　藤沢店
神奈川県　藤沢市 有隣堂　テラスモール湘南店 対象はコミックのみ
神奈川県　平塚市 サクラ書店　ラスカ平塚店 対象はコミックのみ
神奈川県　平塚市 有隣堂　ららぽーと湘南平塚店 対象はコミックのみ
新潟県　燕市 蔦屋書店　県央店 対象は児童書のみ
新潟県魚沼市 蔦屋書店　小出店 対象は児童書のみ
新潟県　佐渡市 蔦屋書店　佐渡佐和田店 対象は児童書のみ
新潟県　上越市 蔦屋書店　上越インター店 対象は児童書のみ
新潟県　上越市 蔦屋書店　高田西店 対象は児童書のみ
新潟県　新潟市江南区 宮脇書店　PLANT5横越店 対象はコミックのみ
新潟県　新潟市江南区 くまざわ書店　新潟亀田店 対象はコミックのみ
新潟県　新潟市江南区 ｎｅｗ　ｓｔｙｌｅ　イオンモール新潟南 対象はコミックのみ
新潟県　新潟市江南区 蔦屋書店　横越バイパス店 対象は児童書のみ
新潟県　新潟市秋葉区 蔦屋書店　新津店 対象は児童書のみ
新潟県　新潟市西区 蔦屋書店　小針店 対象は児童書のみ
新潟県　新潟市西区 蔦屋書店　ベルパルレ寺尾店 対象は児童書のみ
新潟県　新潟市西区 蔦屋書店　新通店 対象は児童書のみ
新潟県　新潟市中央区 紀伊國屋書店　新潟店 対象はコミックのみ
新潟県　新潟市中央区 ジュンク堂書店　新潟店 対象はコミックのみ
新潟県　新潟市中央区 萬松堂 対象はコミックのみ
新潟県　新潟市中央区 蔦屋書店　新潟万代 対象は児童書のみ
新潟県　新潟市中央区 蔦屋書店　南笹口店 対象は児童書のみ
新潟県　新潟市中央区 蔦屋書店　新潟中央インター店 対象は児童書のみ
新潟県　新潟市東区 蔦屋書店　竹尾インター店 対象は児童書のみ
新潟県　新潟市東区 蔦屋書店　河渡店 対象は児童書のみ
新潟県　新潟市南区 蔦屋書店　マーケットシティ白根店 対象は児童書のみ
新潟県　新発田市 未来屋書店　新発田店 対象はコミックのみ
新潟県　新発田市 蔦屋書店　新発田店 対象は児童書のみ
新潟県　長岡市 蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店 対象は児童書のみ
新潟県　長岡市 蔦屋書店　長岡古正寺店 対象は児童書のみ
新潟県　長岡市 蔦屋書店　長岡新保店 対象は児童書のみ
新潟県　長岡市 蔦屋書店　長岡花園店 対象は児童書のみ
新潟県　長岡市 戸田書店　長岡店 対象は児童書のみ
新潟県南魚沼市 せき書店　本店 対象は児童書のみ
新潟県南魚沼市 蔦屋書店　六日町店 対象は児童書のみ
新潟県　柏崎市 蔦屋書店　柏崎岩上店 対象は児童書のみ
富山県　滑川市 明文堂書店　滑川店 対象は児童書のみ
富山県　高岡市 文苑堂書店　福田本店
富山県　高岡市 文苑堂書店　清水町店 対象はコミックのみ
富山県　黒部市 山谷書店　黒部店 対象はコミックのみ
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富山県　射水市 明文堂書店　高岡射水店 対象はコミックのみ
富山県　富山市 清明堂　マリエ店 対象はコミックのみ
富山県　富山市 紀伊國屋書店　富山店 対象はコミックのみ
富山県　富山市 アピア書店 対象はコミックのみ
富山県　富山市 ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店 対象はコミックのみ
富山県　富山市 文苑堂書店　本郷店 対象はコミックのみ
富山県　富山市 ツタヤブックストア　藤の木店 対象はコミックのみ
富山県　富山市 文苑堂書店　富山豊田店 対象はコミックのみ
富山県　富山市 明文堂書店　富山新庄経堂店 対象はコミックのみ
石川県　かほく市 ＢＯＯＫＳなかだ　かほく店
石川県　加賀市 平和書店　アル・プラザ加賀店 対象はコミックのみ
石川県　加賀市 まえやま書店　北大通店 対象は児童書のみ
石川県　金沢市 うつのみや　金沢百番街店 対象はコミックのみ
石川県　金沢市 ブック宮丸　金沢南店 対象はコミックのみ
石川県　金沢市 金沢ビーンズ明文堂 対象はコミックのみ
石川県　金沢市 宮脇書店　イオン金沢店 対象は児童書のみ
石川県　七尾市 きくざわ書店　ナッピィモール店 対象は児童書のみ
石川県　小松市 うつのみや　小松城南店 対象はコミックのみ
石川県　小松市 明文堂書店　小松ツリーズ 対象はコミックのみ
石川県　白山市 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール白山 対象はコミックのみ
石川県　野々市市 うつのみや　金沢工大前店 対象はコミックのみ
福井県　越前市 ＴＳＵＴＡＹＡ　武生南店 対象はコミックのみ
福井県　坂井市 宮脇書店　春江店 対象はコミックのみ
福井県　鯖江市 Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ　鯖江店 対象は児童書のみ
福井県　敦賀市 Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ　敦賀店 対象はコミックのみ
福井県　福井市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　新二の宮店
福井県　福井市 ＴＳＵＴＡＹＡ　福井パリオ店 対象はコミックのみ
福井県　福井市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ　大和田店 対象は児童書のみ
山梨県　甲州市 天真堂書店　塩山店 対象はコミックのみ
山梨県　甲斐市 くまざわ書店　双葉店 対象はコミックのみ
山梨県　甲府市 朗月堂書店
山梨県　甲府市 ジュンク堂書店　岡島甲府店 対象はコミックのみ
山梨県　甲府市 天真堂書店　甲府国母店 対象はコミックのみ
山梨県　中巨摩郡昭和町 柳正堂書店　甲府昭和イトーヨーカドー店
山梨県　富士河口湖町 卓示書店　河口湖ＢＥＬＬ店 対象はコミックのみ
山梨県　富士吉田市 ＢＯＯＫＳ　ＫＡＴＯＨ　富士吉田店 対象はコミックのみ
長野県　安曇野市 平安堂　あづみ野店 対象はコミックのみ
長野県　安曇野市 蔦屋書店　豊科店 対象は児童書のみ
長野県　塩尻市 中島書店　高原通店 対象は児童書のみ
長野県　岡谷市 笠原書店　レイクウォーク店 対象はコミックのみ
長野県　佐久市 ヴィレッジヴァンガード　イオン佐久平 対象はコミックのみ
長野県　佐久市 蔦屋書店　佐久野沢店
長野県　佐久市 西澤書店 対象はコミックのみ
長野県　佐久市 平安堂　佐久インターウェーブ店
長野県　佐久市 未来屋書店　佐久平店 対象は児童書のみ
長野県　小諸市 蔦屋書店　佐久小諸店 対象は児童書のみ
長野県　松本市 興文堂　平田店 対象はコミックのみ
長野県　松本市 文教堂　ＪＯＹ松本店 対象はコミックのみ
長野県　松本市 宮脇書店　松本店
長野県　松本市 丸善　松本店 対象は児童書のみ
長野県　松本市 未来屋書店　松本店 対象は児童書のみ
長野県　上田市 平安堂　上田店 対象はコミックのみ
長野県　上田市 平安堂　上田しおだ野店
長野県　上田市 蔦屋書店　上田大屋店 対象は児童書のみ
長野県　上田市 蔦屋書店　上田しおだ野店 対象は児童書のみ
長野県　岡谷市 笠原書店 対象はコミックのみ
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長野県　諏訪市 誠林堂 対象はコミックのみ
長野県　諏訪市 平安堂　諏訪店
長野県　諏訪市 蔦屋書店　諏訪中洲店 対象は児童書のみ
長野県　須坂市 蔦屋書店　須坂店 対象は児童書のみ
長野県　千曲市 蔦屋書店　千曲屋代店 対象は児童書のみ
長野県　千曲市 平安堂　更埴店 対象は児童書のみ
長野県　大町市 蔦屋書店　大町店 対象は児童書のみ
長野県　中野市 蔦屋書店　中野店 対象は児童書のみ
長野県　長野市 いけだ書店　長野店 対象はコミックのみ
長野県　長野市 北長野書店 対象はコミックのみ
長野県　長野市 平安堂　東和田店 対象はコミックのみ
長野県　長野市 平安堂　若槻店 対象はコミックのみ
長野県　長野市 平安堂　川中島店
長野県　長野市 平安堂　長野店 対象はコミックのみ
長野県　長野市 蔦屋書店　長野徳間店 対象は児童書のみ
長野県　長野市 蔦屋書店　長野川中島店 対象は児童書のみ
長野県　東筑摩郡山形村 興文堂　ｉＣＩＴＹ店 対象はコミックのみ
長野県　飯田市 平安堂　座光寺店 対象はコミックのみ
長野県　飯田市 平安堂　飯田店
岐阜県　可児郡御嵩町 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ御嵩店 対象はコミックのみ
岐阜県　各務原市 三洋堂書店　各務原店 対象はコミックのみ
岐阜県　各務原市 未来屋書店　各務原店 対象はコミックのみ
岐阜県　関市 こみかるはうす　関店 対象はコミックのみ
岐阜県　岐阜市 カルコス　本店
岐阜県　岐阜市 丸善　岐阜店 対象はコミックのみ
岐阜県　岐阜市 宮脇書店　柳津店 対象はコミックのみ
岐阜県　岐阜市 大垣書店　岐阜高島屋店 対象は児童書のみ
岐阜県　高山市 ブックス　アイオー 対象はコミックのみ
岐阜県　瑞穂市 カルコス　穂積店 対象はコミックのみ
岐阜県　多治見市 三洋堂書店　たじみ店 対象はコミックのみ
岐阜県　大垣市 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　大垣店 対象はコミックのみ
岐阜県　大垣市 平和書店　アル・プラザ鶴見店 対象はコミックのみ
岐阜県　大垣市 喜久屋書店　大垣店 対象はコミックのみ
岐阜県　大垣市 未来屋書店　大垣店 対象は児童書のみ
岐阜県　中津川市 三洋堂書店　中つ川店 対象はコミックのみ
岐阜県　美濃加茂市 くまざわ書店　美濃加茂店 対象はコミックのみ
静岡県　伊東市 本のサガミヤ　デュオ店 対象はコミックのみ
静岡県　伊豆の国市 焼津谷島屋　アピタ大仁店 対象はコミックのみ
静岡県　掛川市 明屋書店　掛川西郷店 対象はコミックのみ
静岡県　掛川市 宮脇書店　掛川店 対象はコミックのみ
静岡県　三島市 三島ブックセンター 対象はコミックのみ
静岡県　駿東郡清水町 マルサン書店　サントムーン店 対象はコミックのみ
静岡県　沼津市 マルサン書店　仲見世店 対象はコミックのみ
静岡県　沼津市 マルサン書店　駅北店
静岡県　沼津市 谷島屋　ららぽーと沼津店
静岡県　焼津市 焼津谷島屋　登呂田店 対象はコミックのみ
静岡県　静岡市葵区 柏屋書店 対象はコミックのみ
静岡県　静岡市葵区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店 対象はコミックのみ
静岡県　静岡市葵区 谷島屋　流通通り店
静岡県　静岡市葵区 谷島屋　マークイズ静岡店
静岡県　静岡市葵区 蔦屋書店　平和町店 対象は児童書のみ
静岡県　静岡市葵区 蔦屋書店　静岡本店 対象は児童書のみ
静岡県　静岡市葵区 谷島屋　パルシェ店 対象は児童書のみ
静岡県　静岡市清水区 ＴＳＵＴＡＹＡ　清水春日店 対象はコミックのみ
静岡県　静岡市清水区 戸田書店　江尻台店 対象はコミックのみ
静岡県　袋井市 ＴＳＵＴＡＹＡ　袋井国本店 対象はコミックのみ
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静岡県　袋井市 宮脇書店　新磐田浅羽店 対象はコミックのみ
静岡県　島田市 島田書店　花みずき店 対象はコミックのみ
静岡県　島田市 焼津谷島屋　アピタ島田店
静岡県　藤枝市 戸田書店　藤枝東店 対象はコミックのみ
静岡県　藤枝市 藤枝江崎書店　Ｂｉｖｉ店 対象はコミックのみ
静岡県　磐田市 谷島屋　ららぽーと磐田店
静岡県　磐田市 谷島屋　アピタ磐田店
静岡県　磐田市 谷島屋　磐田店 対象は児童書のみ
静岡県　浜松市西区 アマノ　入野店 対象はコミックのみ
静岡県　浜松市西区 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐鳴台店 対象はコミックのみ
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　浜松市中区 本の王国　浜松西店
静岡県　浜松市中区 谷島屋　浜松本店
静岡県　浜松市東区 アマノ　有玉店 対象はコミックのみ
静岡県　浜松市東区 未来屋書店　イオン浜松市野店 対象はコミックのみ
静岡県　浜松市南区 明屋書店　渡瀬店 対象はコミックのみ
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　浜松市北区 Book　アマノ　三方原店 対象はコミックのみ
静岡県　富士宮市 大垣書店　イオンモール富士宮店
静岡県　富士宮市 戸田書店　富士宮店 対象はコミックのみ
静岡県　富士宮市 谷島屋　富士宮店 対象はコミックのみ
静岡県　富士市 谷島屋　富士店 対象は児童書のみ
愛知県　名古屋市熱田区 泰文堂書店 対象はコミックのみ
愛知県　みよし市 本のメグリア　三好店
愛知県　みよし市 未来屋書店　三好店 対象はコミックのみ
愛知県　愛知郡東郷町 梅森書店 対象はコミックのみ
愛知県　愛知郡東郷町 ヴィレッジヴァンガードららぽーと愛知東郷 対象はコミックのみ
愛知県　安城市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ安城南店 対象はコミックのみ
愛知県　一宮市 くまざわ書店　一宮店 対象はコミックのみ
愛知県　一宮市 未来屋書店　木曽川店 対象はコミックのみ
愛知県　稲沢市 ヴィレッジヴァンガードリーフウォーク稲沢 対象はコミックのみ
愛知県　稲沢市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ稲沢東店 対象はコミックのみ
愛知県　岡崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店
愛知県　岡崎市 本の王国　岡崎店 対象はコミックのみ
愛知県　刈谷市 宮脇書店　刈谷店
愛知県　岩倉市 くまざわ書店　岩倉店 対象はコミックのみ
愛知県　江南市 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ江南西店 対象はコミックのみ
愛知県　春日井市 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店 対象はコミックのみ
愛知県　春日井市 三洋堂書店　鳥居松店 対象はコミックのみ
愛知県　春日井市 本の王国　高蔵寺店
愛知県　瀬戸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店 対象はコミックのみ
愛知県　丹羽郡扶桑町 カルコス　扶桑店 対象はコミックのみ
愛知県　知多市 本の王国　知多イトーヨーカドー店
愛知県　長久手市 ＢＯＯＫＳえみたす　長久手店 対象はコミックのみ
愛知県　長久手市 未来屋書店　長久手店 対象は児童書のみ
愛知県　津島市 ボナンザ書房　津島本店 対象はコミックのみ
愛知県　東海市 三洋堂書店　大田川店 対象はコミックのみ
愛知県　半田市 三洋堂書店　半田店 対象はコミックのみ
愛知県　半田市 三洋堂書店　乙川店 対象はコミックのみ
愛知県　豊橋市 精文館書店　幸店 対象はコミックのみ
愛知県　豊橋市 精文館書店　本店コミック館 対象はコミックのみ
愛知県　豊橋市 豊川堂　本店 対象はコミックのみ
愛知県　豊橋市 豊川堂　アピタ向山店 対象は児童書のみ
愛知県　豊川市 三洋堂書店　豊川店 対象はコミックのみ
愛知県　豊田市 くまざわ書店　豊田店 対象はコミックのみ
愛知県　豊田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＦＡＳもとまち店 対象はコミックのみ

14



愛知県　豊田市 本のメグリア　本店（トヨタ生協書籍部） 対象はコミックのみ
愛知県　豊田市 精文館書店　新豊田店 対象は児童書のみ
愛知県　名古屋市港区 ヴィレッジヴァンガード　イオン名古屋茶屋 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市守山区 白沢書店 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市守山区 未来屋書店　守山店 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市瑞穂区 七五書店 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市西区 未来屋書店　名西店 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市千種区 丸善　イオンタウン千種店 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市千種区 らくだ書店　本店 対象は児童書のみ
愛知県　名古屋市中区 ジュンク堂書店　名古屋栄店 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市中区 丸善　名古屋本店 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市中区 丸善　アスナル金山店
愛知県　名古屋市中川区 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店
愛知県　名古屋市中村区 星野書店　近鉄パッセ店 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市中村区 三省堂書店　名古屋本店
愛知県　名古屋市中村区 ジュンク堂書店　名古屋店 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市中村区 ヴィレッジヴァンガードビックカメラ 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市天白区 ＢＯＯＫＳえみたす　ピアゴ植田店
愛知県　名古屋市東区 ＴＳＵＴＡＹＡ　大曽根店 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市東区 正文館書店
愛知県　名古屋市東区 ヴィレッジヴァンガード　ナゴヤドーム前 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市東区 未来屋書店　ナゴヤドーム前店 対象は児童書のみ
愛知県　名古屋市南区 くまざわ書店　名古屋南店 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市南区 未来屋書店　新瑞橋店 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市熱田区 ヴィレッジヴァンガード　イオン熱田 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市北区 くまざわ書店　アピタ名古屋北店 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市北区 らくだ書店　城北店
愛知県　名古屋市名東区 三洋堂書店　よもぎ店 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市緑区 くまざわ書店　鳴海店 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市緑区 丸善　ヒルズウォーク徳重店
愛知県　名古屋市緑区 未来屋書店　有松店 対象はコミックのみ
愛知県　名古屋市緑区 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ鳴海店 対象は児童書のみ
愛知県　名古屋市緑区 未来屋書店　大高店 対象は児童書のみ
三重県　伊勢市 未来屋書店　伊勢店 対象はコミックのみ
三重県　四日市市 丸善　四日市店 対象はコミックのみ
三重県　四日市市 ＢＰ　ｍｉｙｏｋｋａ！？　四日市泊店 対象はコミックのみ
三重県　四日市市 未来屋書店　日永店 対象はコミックのみ
三重県　四日市市 未来屋書店　四日市尾平店 対象はコミックのみ
三重県　四日市市 宮脇書店　四日市本店
三重県　津市 別所書店　イオン津店 対象はコミックのみ
三重県　津市 未来屋書店　津南店 対象はコミックのみ
三重県　津市 宮脇書店　津ハッピーブックス店 対象はコミックのみ
三重県　津市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ久居店 対象は児童書のみ
三重県　名張市 三洋堂書店　名張店 対象はコミックのみ
三重県　鈴鹿市 ヴィレッジヴァンガードイオンモール鈴鹿 対象はコミックのみ
三重県　鈴鹿市 コメリ書房　鈴鹿店 対象はコミックのみ
三重県　鈴鹿市 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店 対象はコミックのみ
滋賀県　近江八幡市 サンミュージック　近江八幡店 対象は児童書のみ
滋賀県　栗東市 平和書店　アル・プラザ栗東店 対象はコミックのみ
滋賀県　甲賀市 平和書店　アル・プラザ水口店 対象はコミックのみ
滋賀県　甲賀市 サンミュージック　ハイパーブックス水口店 対象は児童書のみ
滋賀県　守山市 平和書店　アル・プラザ守山店 対象はコミックのみ
滋賀県　守山市 サンミュージック　守山店 対象は児童書のみ
滋賀県　守山市 宮脇書店　ピエリ守山店 対象は児童書のみ
滋賀県　草津市 ハイパーブックス　かがやき通り店
滋賀県　草津市 喜久屋書店　草津店
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滋賀県　草津市 ジュンク堂書店　滋賀草津店 対象はコミックのみ
滋賀県　草津市 ブックハウスひらがき　Ａスクエア店
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 対象は児童書のみ
滋賀県　大津市 イズミヤ堅田店　アミーゴ
滋賀県　大津市 大垣書店　フォレオ大津一里山店 対象はコミックのみ
滋賀県　大津市 サンミュージックハイパーブックス大津京店 対象は児童書のみ
滋賀県　長浜市 いけだ書店　長浜店 対象はコミックのみ
滋賀県　長浜市 イオン　長浜店書籍売場 対象はコミックのみ
滋賀県　長浜市 サンミュージック　ハイパーブックス長浜 対象は児童書のみ
滋賀県　長浜市 サンミュージック　長浜店 対象は児童書のみ
滋賀県　東近江市 平和書店　アル・プラザ八日市店 対象はコミックのみ
滋賀県　東近江市 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ能登川店 対象はコミックのみ
滋賀県　東近江市 サンミュージックハイパーブックス八日市店 対象は児童書のみ
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　彦根市 天晨堂　ビバシティブックセンター
京都府　宇治市 平和書店　アル・プラザ宇治東店 対象はコミックのみ
京都府　宇治市 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ小倉店 対象はコミックのみ
京都府　亀岡市 大垣書店　亀岡店
京都府　亀岡市 ＴＳＵＴＡＹＡ　亀岡店 対象はコミックのみ
京都府　亀岡市 宮脇書店　亀岡店 対象はコミックのみ
京都府　京丹後市 マルヨシ書店 対象は児童書のみ
京都府　京田辺市 平和書店　アル・プラザ京田辺店
京都府　京田辺市 ＴＳＵＴＡＹＡ松井山手駅前店
京都府　京田辺市 山城書店 対象は児童書のみ
京都府　京都市右京区 大垣書店　京都ファミリー店
京都府　京都市右京区 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ太秦店 対象はコミックのみ
京都府　京都市下京区 大垣書店　高島屋京都店
京都府　京都市下京区 くまざわ書店　京都ポルタ店 対象はコミックのみ
京都府　京都市下京区 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク 対象はコミックのみ
京都府　京都市下京区 大垣書店　京都ヨドバシ店 対象は児童書のみ
京都府　京都市左京区 アバンティブックセンター　洛北店
京都府　京都市左京区 ホホホ座 対象はコミックのみ
京都府　京都市左京区 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ松ヶ崎店 対象はコミックのみ
京都府　京都市西京区 大垣書店　ＢＰ五条店 対象は児童書のみ
京都府　京都市中京区 大垣書店　烏丸三条店
京都府　京都市中京区 ふたば書房　御池ゼスト店
京都府　京都市中京区 丸善　京都本店
京都府　京都市中京区 大垣書店　二条駅店 対象は児童書のみ
京都府　京都市南区 大垣書店　イオンモール京都桂川店
京都府　京都市南区 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店
京都府　京都市南区 大垣書店　イオン洛南店 対象は児童書のみ
京都府　京都市伏見区 大垣書店　伏見店 対象はコミックのみ
京都府　京都市伏見区 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ藤の森店 対象はコミックのみ
京都府　京都市北区 大垣書店　ビブレ店 対象は児童書のみ
京都府　城陽市 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店 対象はコミックのみ
京都府　相楽郡精華町 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　けいはんな店
京都府　舞鶴市 平和書店　らぽーる東舞鶴店 対象はコミックのみ
京都府　福知山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ　福知山店 対象はコミックのみ
京都府　福知山市 福島文進堂　福知山駅南町店 対象は児童書のみ
京都府　木津川市 富士書房　木津店 対象はコミックのみ
大阪府　茨木市 平和書店　アル・プラザ茨木店
大阪府　茨木市 サンミュージック　ハイパーブックス茨木
大阪府　茨木市 田村書店　南茨木店
大阪府　茨木市 虎谷誠々堂書店　ロサヴィア店 対象は児童書のみ
大阪府　河内長野市 キャップ書店　河内長野店 対象はコミックのみ
大阪府　河内長野市 好屋書店　南花台店 対象はコミックのみ
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大阪府　岸和田市 木下書店　下松店 対象はコミックのみ
大阪府　岸和田市 木下書店　本部 対象は児童書のみ
大阪府　高槻市 大垣書店　高槻店
大阪府　高槻市 紀伊國屋書店　高槻阪急店 対象はコミックのみ
大阪府　高槻市 ＴＳＵＴＡＹＡ　高槻南店 対象はコミックのみ
大阪府　高槻市 田村書店　富田店 対象は児童書のみ
大阪府　高槻市 ダイハン書房　高槻店 対象は児童書のみ
大阪府　阪南市 ＷＡＹ　わくわくシティ尾崎店 対象は児童書のみ
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　堺市堺区 パルネット　ベルマージュ堺店 対象は児童書のみ
大阪府　堺市西区 くまざわ書店　津久野店 対象はコミックのみ
大阪府　堺市西区 紀伊國屋書店　アリオ鳳店 対象は児童書のみ
大阪府　堺市東区 （株）カメリア書院バンブーハウス 対象は児童書のみ
大阪府　堺市北区 ＷＡＹ書店　フレスポしんかな店 対象は児童書のみ
大阪府　守口市 未来屋書店　大日店
大阪府　守口市 ヴィレッジヴァンガードイオンモール大日店 対象はコミックのみ
大阪府　寝屋川市 平和書店　アル・プラザ香里園店
大阪府　寝屋川市 アバンティブックセンター　寝屋川店 対象はコミックのみ
大阪府　吹田市 田村書店　吹田さんくす店 対象は児童書のみ
大阪府　泉佐野市 宮脇書店　泉佐野店
大阪府　泉佐野市 未来屋書店　日根野店 対象はコミックのみ
大阪府　泉大津市 水嶋書房　泉大津店 対象は児童書のみ
大阪府　泉南市 ヴィレッジヴァンガードイオンりんくう泉南 対象はコミックのみ
大阪府　泉南市 未来屋書店　りんくう泉南店 対象はコミックのみ
大阪府　大阪狭山市 パルネット　金剛店
大阪府　大阪市阿倍野区 喜久屋書店　阿倍野店子ども館 対象はコミックのみ
大阪府　大阪市阿倍野区 喜久屋書店　漫画館阿倍野店 対象はコミックのみ
大阪府　大阪市阿倍野区 ジュンク堂書店　近鉄あべのハルカス店
大阪府　大阪市城東区 平和書店　フレンドタウン深江橋店 対象はコミックのみ
大阪府　大阪市生野区 花谷書店 対象はコミックのみ
大阪府　大阪市西区 未来屋書店　大阪ドームシティ店 対象は児童書のみ
大阪府　大阪市西淀川区 アミーゴ書店　大和田店 対象はコミックのみ
大阪府　大阪市中央区 ヴィレッジヴァンガード　アメリカ村 対象はコミックのみ
大阪府　大阪市中央区 ジュンク堂書店　天満橋店 対象はコミックのみ
大阪府　大阪市中央区 ブックファースト　なんばウォーク店 対象はコミックのみ
大阪府　大阪市中央区 紀伊國屋書店　本町店 対象は児童書のみ
大阪府　大阪市鶴見区 ヴィレッジヴァンガード　イオンＭ鶴見緑地 対象はコミックのみ
大阪府　大阪市鶴見区 リブロ　イオンモール鶴見店 対象はコミックのみ
大阪府　大阪市天王寺区 紀伊國屋書店　天王寺ミオ店 対象はコミックのみ
大阪府　大阪市天王寺区 中川修文堂 対象はコミックのみ
大阪府　大阪市天王寺区 ジュンク堂書店　上本町店
大阪府　大阪市天王寺区 文学館　玉造店 対象はコミックのみ
大阪府　大阪市都島区 アミーゴ書店　都島店 対象は児童書のみ
大阪府　大阪市東淀川区 井高野書店 対象は児童書のみ
大阪府　大阪市東淀川区 田村書店　上新庄店 対象は児童書のみ
大阪府　大阪市福島区 ブックファースト　野田アプラ店 対象は児童書のみ
大阪府　大阪市北区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂　梅田店
大阪府　大阪市北区 紀伊國屋書店　梅田本店
大阪府　大阪市北区 紀伊國屋書店　グランフロント大阪店
大阪府　大阪市北区 ジュンク堂書店　大阪本店 対象はコミックのみ
大阪府　大阪市北区 アニメイト　梅田 対象はコミックのみ
大阪府　大阪市淀川区 こうらく書店 対象はコミックのみ
大阪府　大阪市浪速区 ジュンク堂書店　難波店
大阪府　大阪市浪速区 ヤマダ電機　ＬＡＢＩ１なんば店 対象はコミックのみ
大阪府　大東市 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店すみのどう店 対象はコミックのみ
大阪府　大東市 文教堂書店　住道店 対象はコミックのみ
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大阪府　東大阪市 ヒバリヤ書店　コミックランドヒバリヤ 対象はコミックのみ
大阪府　東大阪市 ヒバリヤ書店　本社
大阪府　藤井寺市 アバンティブックセンター　藤井寺店 対象は児童書のみ
大阪府　八尾市 丸善　八尾アリオ店 対象はコミックのみ
大阪府　富田林市 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ富田林店 対象は児童書のみ
大阪府　豊中市 田村書店　千里中央店 対象はコミックのみ
大阪府　豊中市 ＴＳＵＴＡＹＡ　上新田店 対象はコミックのみ
大阪府　豊中市 ブックファースト　曽根店
大阪府　豊中市 大垣書店　豊中緑丘店 対象は児童書のみ
大阪府　豊中市 田村書店　緑地店 対象は児童書のみ
大阪府　枚方市 平和書店　アル・プラザ枚方店 対象はコミックのみ
大阪府　枚方市 ヴィレッジヴァンガード　京阪くずはモール 対象はコミックのみ
大阪府　枚方市 ＴＳＵＴＡＹＡ　東香里店 対象はコミックのみ
大阪府　枚方市 水嶋書房　くずはモール店
大阪府　和泉市 木下書店　エコール店 対象はコミックのみ
大阪府　和泉市 田村書店　ららぽーと和泉店 対象はコミックのみ
兵庫県　芦屋市 ジュンク堂書店　芦屋店 対象はコミックのみ
兵庫県　伊丹市 明屋書店　ブックスユートピア　野間店 対象はコミックのみ
兵庫県　伊丹市 ヴィレッジヴァンガード　イオン伊丹昆陽 対象はコミックのみ
兵庫県　伊丹市 文学館　ターミナル店 対象はコミックのみ
兵庫県　加古川市 宮脇書店　加古川店 対象はコミックのみ
兵庫県　三田市 あかね書房　ウッディタウン店 対象はコミックのみ
兵庫県　三木市 ＴＳＵＴＡＹＡ　三木店 対象はコミックのみ
兵庫県　洲本市 宮脇書店　洲本店 対象はコミックのみ
兵庫県　神戸市須磨区 喜久屋書店　須磨パティオ店 対象はコミックのみ
兵庫県　神戸市須磨区 井戸書店 対象は児童書のみ
兵庫県　神戸市垂水区 アバンティブックセンター　舞多聞店 対象は児童書のみ
兵庫県　神戸市西区 喜久屋書店　神戸学園都市店 対象はコミックのみ
兵庫県　神戸市西区 ブックフォーラム　伊川谷店 対象はコミックのみ
兵庫県　神戸市西区 喜久屋書店　西神中央店 対象は児童書のみ
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　神戸市中央区 ジュンク堂書店　三宮店 対象はコミックのみ
兵庫県　神戸市中央区 アバンティブックセンター　ＨＡＴ神戸店 対象は児童書のみ
兵庫県　神戸市東灘区 ジュンク堂書店　神戸住吉店
兵庫県　神戸市東灘区 メトロ書店　神戸御影店
兵庫県　神戸市北区 喜久屋書店　神戸北町店 対象はコミックのみ
兵庫県　神戸市北区 喜久屋書店　北神戸店 対象はコミックのみ
兵庫県　神崎郡福崎町 うかいや書店　福崎店
兵庫県　神崎郡福崎町 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　福崎店 対象は児童書のみ
兵庫県　西宮市 喜久屋書店　西宮東店 対象はコミックのみ
兵庫県　西宮市 ジュンク堂書店　西宮店
兵庫県　西宮市 コーナンＢＯＯＫＳ　西宮今津店 対象はコミックのみ
兵庫県　西宮市 旭屋書店　ららぽーと甲子園店 対象はコミックのみ
兵庫県　西宮市 くまざわ書店　コロワ甲子園店 対象はコミックのみ
兵庫県　西宮市 ブックファースト　阪急西宮ガーデンズ店
兵庫県　赤穂市 未来屋書店　赤穂店 対象はコミックのみ
兵庫県　川西市 紀伊國屋書店　川西店
兵庫県　川西市 田村書店　川西店 対象は児童書のみ
兵庫県　川辺郡猪名川町 田村書店　猪名川店 対象は児童書のみ
兵庫県　朝来市 未来屋書店　和田山店 対象はコミックのみ
兵庫県　尼崎市 ヴィレッジヴァンガード尼崎キューズモール 対象はコミックのみ
兵庫県　尼崎市 宮脇書店　アマゴッタ店 対象はコミックのみ
兵庫県　尼崎市 ヴィレッジヴァンガード　つかしん 対象はコミックのみ
兵庫県　尼崎市 ふたば書房　つかしん店 対象はコミックのみ
兵庫県　姫路市 ジュンク堂書店　姫路店 対象はコミックのみ
兵庫県　姫路市 喜久屋書店　姫路店
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兵庫県　姫路市 未来屋書店　姫路大津店 対象はコミックのみ
兵庫県　姫路市 喜久屋書店　辻井店 対象は児童書のみ
兵庫県　姫路市 喜久屋書店　花田店 対象は児童書のみ
兵庫県　宝塚市 文教堂キャップ書店　逆瀬川店
兵庫県　宝塚市 ＮＥＴ２１宝塚サンクスソリオ店 対象はコミックのみ
兵庫県　宝塚市 アバンティブックセンター　宝塚中山店 対象は児童書のみ
兵庫県　豊岡市 喜久屋書店　豊岡店 対象は児童書のみ
兵庫県　明石市 喜久屋書店　明石駅ビル店 対象はコミックのみ
兵庫県　明石市 ジュンク堂書店　明石店
兵庫県　明石市 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ西明石店 対象は児童書のみ
兵庫県　明石市 未来屋書店　明石店 対象は児童書のみ
奈良県　橿原市 喜久屋書店　橿原店
奈良県　橿原市 ラックス　橿原店 対象はコミックのみ
奈良県　御所市 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ御所店 対象は児童書のみ
奈良県　香芝市 森谷書店 対象は児童書のみ
奈良県　桜井市 スーパーセンターＷＡＹ　桜井店 対象は児童書のみ
奈良県　生駒市 旭屋書店　イオンモール奈良登美ケ丘店 対象はコミックのみ
奈良県　生駒市 啓林堂書店　生駒店 対象は児童書のみ
奈良県　大和郡山市 ヴィレッジヴァンガード　イオン大和郡山 対象はコミックのみ
奈良県　大和郡山市 ジャパンブックス　郡山店 対象はコミックのみ
奈良県　天理市 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ天理店 対象は児童書のみ
奈良県　奈良市 喜久屋書店　奈良駅店 対象はコミックのみ
奈良県　奈良市 啓林堂書店　学園前店
奈良県　奈良市 啓林堂書店　奈良店 対象はコミックのみ
奈良県　奈良市 ジュンク堂書店　奈良店
奈良県　奈良市 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ奈良押熊店 対象は児童書のみ
奈良県　北葛城郡上牧町 ヴィレッジヴァンガード　アピタ西大和店 対象はコミックのみ
奈良県　北葛城郡王寺町 キャップ書店　王寺店 対象はコミックのみ
奈良県　北葛城郡上牧町 ＢＯＯＫＳえみたす　アピタ西大和店 対象はコミックのみ
奈良県　北葛城郡広陵町 万葉書店　真美ヶ丘店 対象はコミックのみ
奈良県　北葛城郡広陵町 ＷＡＹ書店　イズミヤ広陵店 対象は児童書のみ
和歌山県　海南市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ海南店 対象は児童書のみ
和歌山県　岩出市 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ岩出店 対象は児童書のみ
和歌山県　橋本市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　橋本店
和歌山県　御坊市 ＷＡＹ　ロマンシティ御坊店 対象は児童書のみ
和歌山県　新宮市 スーパーセンターＷＡＹ　南紀店 対象は児童書のみ
和歌山県　新宮市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　新宮仲之町店 対象は児童書のみ
和歌山県　田辺市 ＷＡＹ書店　パビリオンシティ田辺店 対象は児童書のみ
和歌山県　田辺市 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ田辺東山店 対象は児童書のみ
和歌山県　東牟婁郡串本町 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ串本店 対象は児童書のみ
和歌山県　日高郡美浜町 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ美浜店 対象は児童書のみ
和歌山県　有田郡有田川町 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ有田川店 対象は児童書のみ
和歌山県　和歌山市 アバンティブックセンター 和歌山店 対象は児童書のみ
和歌山県　和歌山市 ヴィレッジヴァンガードイオンモール和歌山 対象はコミックのみ
和歌山県　和歌山市 宮脇書店　和歌山店
和歌山県　和歌山市 未来屋書店　和歌山店 対象はコミックのみ
和歌山県　和歌山市 宮脇書店　ロイネット和歌山店
和歌山県　和歌山市 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡオークワ本社店 対象は児童書のみ
和歌山県　和歌山市 ＴＳＵＴＡＹＡＷＡＹガーデンパーク和歌山 対象は児童書のみ
和歌山県　和歌山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ　和歌山高松店 対象は児童書のみ
鳥取県　境港市 今井書店　境港店 対象はコミックのみ
鳥取県　境港市 宮脇書店　境港店 対象は児童書のみ
鳥取県　倉吉市 今井書店　倉吉パープルタウン店
鳥取県　倉吉市 今井書店　倉吉店 対象はコミックのみ
鳥取県　鳥取市 今井書店　吉成コミック店 対象はコミックのみ
鳥取県　鳥取市 喜久屋書店　国府店 対象はコミックのみ
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鳥取県　鳥取市 今井書店　湖山メディア館 対象はコミックのみ
鳥取県　鳥取市 宮脇書店　鳥取店
鳥取県　鳥取市 今井書店　湖山店 対象は児童書のみ
鳥取県　琴浦町 今井書店　アプト店 対象はコミックのみ
鳥取県　米子市 ＢｏｏｋＹａｒｄ.ＣＨＡＰＴＥＲ３
鳥取県　米子市 今井書店　錦町店
鳥取県　米子市 本の学校　今井ブックセンター 対象はコミックのみ
島根県　安来市 今井書店　安来プラーナ店 対象はコミックのみ
島根県雲南市 今井書店　木次マルシェリーズ店 対象はコミックのみ
島根県　益田市 ブックセンタージャスト　高津店 対象はコミックのみ
島根県　出雲市 今井書店　ゆめタウン出雲店 対象はコミックのみ
島根県　出雲市 ブックセンターコスモ　出雲店 対象はコミックのみ
島根県　出雲市 今井書店　出雲店 対象はコミックのみ
島根県　出雲市 宮脇書店　ゆめタウン斐川店 対象はコミックのみ
島根県　松江市 今井書店　グループセンター店 対象はコミックのみ
島根県　松江市 今井書店　学園通り店
岡山県　岡山市東区 宮脇書店　新平島店 対象はコミックのみ
岡山県　岡山市南区 宮脇書店　Ｐモール藤田店 対象はコミックのみ
岡山県　岡山市北区 紀伊國屋書店　クレド岡山店
岡山県　岡山市北区 啓文社　岡山本店 対象はコミックのみ
岡山県　岡山市北区 丸善　岡山シンフォニービル店 対象はコミックのみ
岡山県　岡山市北区 宮脇書店　岡山本店 対象はコミックのみ
岡山県　岡山市北区 宮脇書店　岡北店 対象は児童書のみ
岡山県　高梁市 開進堂書店　高梁店 対象はコミックのみ
岡山県瀬戸内市 宮脇書店　邑久店 対象は児童書のみ
岡山県　倉敷市 喜久屋書店　倉敷店 対象はコミックのみ
岡山県　倉敷市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＺ玉島店 対象はコミックのみ
岡山県　倉敷市 宮脇書店　倉敷店 対象はコミックのみ
岡山県　倉敷市 宮脇書店　笹沖店 対象はコミックのみ
岡山県　倉敷市 宮脇書店　連島店
岡山県　倉敷市 宮脇書店　倉敷マスカット店
岡山県　倉敷市 宮脇書店　児島店 対象は児童書のみ
岡山県　倉敷市 宮脇書店　ゆめタウン倉敷店 対象は児童書のみ
岡山県　倉敷市 宮脇書店　アリオ倉敷店 対象は児童書のみ
岡山県　総社市 宮脇書店　総社店
岡山県　津山市 津山ブックセンター　本店 対象はコミックのみ
岡山県　津山市 ブックフォーラム喜久屋書店　津山店 対象はコミックのみ
岡山県　苫田郡鏡野町 ＰＬＡＮＴ５鏡野店　ＢＯＯＫコーナー 対象はコミックのみ
広島県　安芸郡海田町 フタバ図書　ソフトピア海田店 対象はコミックのみ
広島県　安芸郡府中町 フタバ図書　ＴＥＲＡ広島府中店
広島県　呉市 啓文社　ゆめタウン呉店 対象はコミックのみ
広島県　呉市 廣文館　呉駅ビル店 対象は児童書のみ
広島県　広島市安佐南区 明林堂書店　西風新都店 対象はコミックのみ
広島県　広島市安佐南区 フタバ図書　ＧＩＧＡ祇園店 対象は児童書のみ
広島県　広島市安佐北区 廣文館　フジグラン高陽店
広島県　広島市佐伯区 大垣書店　ジ　アウトレット広島店 対象は児童書のみ
広島県　広島市西区 フタバ図書　アルティアルパーク北棟店 対象はコミックのみ
広島県　広島市中区 紀伊國屋書店　広島店 対象はコミックのみ
広島県　広島市中区 ＭＡＲＵＺＥＮ　広島店
広島県　広島市中区 廣文館　フジグラン広島店 対象は児童書のみ
広島県　広島市南区 廣文館　新幹線店 対象はコミックのみ
広島県　広島市南区 ジュンク堂書店　広島駅前店 対象はコミックのみ
広島県　広島市南区 フタバ図書　ツタヤ　ＧＩＧＡ宇品店 対象はコミックのみ
広島県　広島市南区 紀伊國屋書店　ゆめタウン広島店 対象は児童書のみ
広島県　三原市 啓文社　イオン三原店 対象はコミックのみ
広島県　東広島市 啓文社　西条店
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広島県　廿日市市 紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店 対象はコミックのみ
広島県　福山市 ヴィレッジヴァンガード　フジグラン神辺 対象はコミックのみ
広島県　福山市 啓文社　ポートプラザ店 対象はコミックのみ
広島県　福山市 啓文社　コア神辺店 対象はコミックのみ
広島県　福山市 啓文社　ＢＯＯＫＳ　ＰＬＵＳ　緑町 対象はコミックのみ
広島県　福山市 廣文館　福山駅ビル店 対象はコミックのみ
広島県　福山市 フタバ図書　アルティ福山本店 対象はコミックのみ
広島県　福山市 啓文社　コア春日店 対象はコミックのみ
山口県　宇部市 宮脇書店　宇部店 対象はコミックのみ
山口県　宇部市 幸太郎本舗　ＴＳＵＴＡＹＡ宇部店
山口県　下関市 くまざわ書店　下関店 対象はコミックのみ
山口県　下関市 好文堂書店　ゆめタウン店 対象はコミックのみ
山口県　下関市 明屋書店　ＭＥＧＡ新下関店 対象はコミックのみ
山口県　下関市 宮脇書店　ゆめシティ店 対象はコミックのみ
山口県　下関市 宮脇書店　ゆめモール下関店 対象はコミックのみ
山口県　下松市 明屋書店　下松店 対象は児童書のみ
山口県　下松市 ブックランド都野　サンリブ下松店 対象は児童書のみ
山口県　岩国市 明屋書店　南岩国店 対象はコミックのみ
山口県　山口市 明屋書店　小郡店 対象はコミックのみ
山口県　山口市 明屋書店　ＭＥＧＡ大内店 対象はコミックのみ
山口県　山口市 宮脇書店　湯田店
山口県　山口市 ＴＳＵＴＡＹＡ　山口葵店 対象は児童書のみ
山口県　周南市 ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店ゆめタウン徳山店 対象はコミックのみ
山口県　周南市 明林堂書店　ゆめタウン新南陽店 対象はコミックのみ
山口県　周南市 明屋書店　徳山今宿店 対象は児童書のみ
山口県　周南市 宮脇書店　徳山店 対象は児童書のみ
山口県　長門市 明屋書店　長門店 対象はコミックのみ
山口県　防府市 未来屋書店　防府店 対象はコミックのみ
山口県　防府市 明林堂書店　コスパ防府店 対象はコミックのみ
徳島県　阿南市 カルチャーシティ平惣　阿南センター店 対象はコミックのみ
徳島県　吉野川市 宮脇書店　鴨島店 対象はコミックのみ
徳島県　小松島市 平惣　羽ノ浦国道店 対象は児童書のみ
徳島県　徳島市 カルチャーシティ平惣　田宮店 対象はコミックのみ
徳島県　徳島市 小山助学館　本店
徳島県　徳島市 ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店
徳島県　徳島市 宮脇書店　徳島本店 対象はコミックのみ
徳島県　板野郡松茂町 附家書店　松茂店 対象はコミックのみ
徳島県　美馬市 宮脇書店　マルナカ脇町店 対象はコミックのみ
香川県　さぬき市 宮脇書店　志度店
香川県　綾歌郡綾川町 宮脇書店　綾南店
香川県　綾歌郡綾川町 未来屋書店　綾川店 対象はコミックのみ
香川県　観音寺市 宮脇書店　観音寺店 対象はコミックのみ
香川県　丸亀市 宮脇書店　丸亀バサラ店 対象はコミックのみ
香川県　丸亀市 宮脇書店　フジ丸亀店 対象は児童書のみ
香川県　高松市 くまざわ書店　高松店 対象はコミックのみ
香川県　高松市 アニメガ×ソフマップ　高松店 対象はコミックのみ
香川県　高松市 宮脇書店　本店 対象はコミックのみ
香川県　高松市 宮脇書店　総本店
香川県　高松市 宮脇書店　南本店
香川県　高松市 宮脇書店　フレスポ高松店 対象はコミックのみ
香川県　高松市 宮脇書店　イオン高松店
香川県　高松市 宮脇書店　イオン高松東店 対象はコミックのみ
香川県　高松市 宮脇書店　新国分寺店 対象はコミックのみ
香川県　高松市 宮脇書店　新屋島店 対象は児童書のみ
香川県　三豊市 宮脇書店　三豊店 対象はコミックのみ
香川県　仲多度郡多度津町 宮脇書店　多度津店 対象はコミックのみ
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愛媛県　伊予郡松前町 ＴＳＵＴＡＹＡ　エミフルＭＡＳＡＫＩ店
愛媛県　今治市 宮脇書店　今治本店
愛媛県　今治市 宮脇書店　イオンモール今治新都市店 対象はコミックのみ
愛媛県　四国中央市 明屋書店　川之江店 対象はコミックのみ
愛媛県　松山市 明屋書店　空港通店 対象はコミックのみ
愛媛県　松山市 明屋書店　ＭＥＧＡ平田店 対象はコミックのみ
愛媛県　松山市 紀伊國屋書店　いよてつ高島屋店 対象は児童書のみ
愛媛県　松山市 新丸三書店　本店 対象は児童書のみ
愛媛県　新居浜市 明屋書店　ＭＥＧＡ西の土居店 対象はコミックのみ
愛媛県　新居浜市 宮脇書店　新居浜本店 対象はコミックのみ
愛媛県　大洲市 宮脇書店　大洲店 対象はコミックのみ
高知県　香美市 金高堂　土佐山田店 対象はコミックのみ
高知県　高知市 金高堂
高知県　高知市 未来屋書店　高知店 対象はコミックのみ
高知県　高知市 金高堂　朝倉ブックセンター 対象は児童書のみ
高知県　高知市 宮脇書店　フジグラン葛島店 対象は児童書のみ
福岡県　遠賀郡遠賀町 白石書店　ゆめタウン遠賀店 対象はコミックのみ
福岡県　久留米市 ＴＳＵＴＡＹＡ　合川店 対象は児童書のみ
福岡県　久留米市 ブックセンタークエストエマックス久留米店 対象は児童書のみ
福岡県　行橋市 福岡金文堂　ゆめタウン行橋店 対象はコミックのみ
福岡県　宗像市 明屋書店　くりえいと宗像店 対象はコミックのみ
福岡県　宗像市 福岡金文堂　ビバモール赤間店
福岡県　小郡市 未来屋書店　小郡店 対象は児童書のみ
福岡県　糟屋郡粕屋町 フタバ図書　ＴＥＲＡイオンモール福岡店
福岡県　大牟田市 未来屋書店　大牟田店 対象はコミックのみ
福岡県　大野城市 未来屋書店　大野城店 対象は児童書のみ
福岡県　飯塚市 Ａ’ＢＯＯＫ　穂波店
福岡県　飯塚市 Ａ’ＢＯＯＫ　飯塚店 対象はコミックのみ
福岡県　飯塚市 元野木書店 対象はコミックのみ
福岡県　福岡市西区 福家書店　福岡木の葉モール橋本店 対象はコミックのみ
福岡県　福岡市西区 福岡金文堂　姪浜南店 対象は児童書のみ
福岡県　福岡市西区 未来屋書店　福岡伊都店 対象は児童書のみ
福岡県　福岡市中央区 ジュンク堂書店　福岡店 対象はコミックのみ
福岡県　福岡市中央区 文喫　福岡天神 対象はコミックのみ
福岡県　福岡市中央区 未来屋書店　笹丘店 対象は児童書のみ
福岡県　福岡市中央区 ツタヤブックストアマークイズ福岡ももち店 対象は児童書のみ
福岡県　福岡市東区 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店 対象はコミックのみ
福岡県　福岡市東区 メトロ書店　千早店 対象はコミックのみ
福岡県　福岡市東区 ＴＳＵＴＡＹＡ　和白店 対象は児童書のみ
福岡県　福岡市南区 黒木書店　長住店
福岡県　福岡市南区 ＴＳＵＴＡＹＡ　老司店 対象はコミックのみ
福岡県　福岡市博多区 丸善　博多店 対象はコミックのみ
福岡県　福岡市博多区 宮脇書店　黒木吉塚店 対象はコミックのみ
福岡県　福津市 未来屋書店　福津店 対象はコミックのみ
福岡県　北九州市小倉南区 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　サンリブ小倉店 対象はコミックのみ
福岡県　北九州市小倉南区 喜久屋書店　小倉南店 対象は児童書のみ
福岡県　北九州市小倉北区 ブックセンタークエスト　小倉本店
福岡県　北九州市小倉北区 くまざわ書店　小倉店 対象はコミックのみ
福岡県　北九州市小倉北区 ブックセンタークエスト　大手町店
福岡県　北九州市小倉北区 喜久屋書店　小倉店 対象は児童書のみ
福岡県　北九州市八幡西区 白石書店　本店 対象は児童書のみ
福岡県　北九州市八幡東区 ヴィレッジヴァンガード　イオン八幡東 対象はコミックのみ
福岡県　北九州市八幡東区 未来屋書店　八幡東店 対象はコミックのみ
福岡県　北九州市門司区 ブックセンタークエスト　門司大里店 対象は児童書のみ
佐賀県　佐賀市 くまざわ書店　佐賀店 対象はコミックのみ
佐賀県　佐賀市 宮脇書店　佐賀本店
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佐賀県　武雄市 明林堂書店　ゆめタウン武雄店 対象はコミックのみ
長崎県　佐世保市 ヴィレッジヴァンガード　させぼ五番街 対象はコミックのみ
長崎県　佐世保市 金明堂書店　大野モール店 対象はコミックのみ
長崎県　佐世保市 金明堂書店　日野店 対象はコミックのみ
長崎県　佐世保市 くまざわ書店　佐世保店 対象はコミックのみ
長崎県　佐世保市 福岡金文堂　イオン大塔店
長崎県　長崎市 メトロ書店　本店
長崎県　長崎市 紀伊國屋書店　長崎店
長崎県　長崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ浜町店 対象はコミックのみ
長崎県　長崎市 ブックランドＴＡＣＫ 対象は児童書のみ
熊本県　熊本市中央区 蔦屋書店　熊本三年坂 対象はコミックのみ
熊本県　熊本市中央区 長崎書店 対象はコミックのみ
熊本県　熊本市東区 明林堂書店　サンピアン店
熊本県　熊本市南区 ヴィレッジヴァンガードゆめタウンはません 対象はコミックのみ
熊本県　熊本市南区 紀伊國屋書店　熊本はません店 対象はコミックのみ
熊本県　山鹿市 ＢＯＯＫＳあんとく　山鹿店 対象は児童書のみ
熊本県　上益城郡嘉島町 蔦屋書店　嘉島 対象は児童書のみ
大分県　大分市 紀伊國屋書店　アミュプラザおおいた店
大分県　大分市 くまざわ書店　大分店 対象はコミックのみ
大分県　大分市 ジュンク堂書店　大分店 対象はコミックのみ
大分県　大分市 明屋書店　高城店 対象はコミックのみ
大分県　大分市 明林堂書店　高城店 対象はコミックのみ
大分県　大分市 明林堂書店　大分本店 対象はコミックのみ
大分県　大分市 リブロ　大分トキハ店 対象はコミックのみ
大分県　大分市 リブロ　大分わさだ店
大分県　別府市 リブロ　別府店 対象はコミックのみ
宮崎県　延岡市 くまざわ書店　延岡店 対象はコミックのみ
宮崎県　宮崎市 紀伊國屋書店　アミュプラザみやざき店
宮崎県　宮崎市 明林堂書店　南宮崎店 対象はコミックのみ
宮崎県　宮崎市 りーぶる金海堂　クロスモール店 対象はコミックのみ
宮崎県　都城市 金海堂　イオン都城店 対象はコミックのみ
宮崎県　都城市 田中書店　イオンモール都城駅前店 対象はコミックのみ
宮崎県　日向市 ブックスミスミ　日向店 対象はコミックのみ
鹿児島県　薩摩川内市 明屋書店　川内店 対象は児童書のみ
鹿児島県　鹿児島市 紀伊國屋書店　鹿児島店 対象はコミックのみ
鹿児島県　鹿児島市 未来屋書店　鹿児島店 対象はコミックのみ
鹿児島県　鹿児島市 山形屋　書籍売場 対象はコミックのみ
鹿児島県　霧島市 金海堂　イオン隼人国分店 対象はコミックのみ
沖縄県　うるま市 宮脇書店　うるま店
沖縄県　浦添市 球陽堂書房　マチナト店 対象はコミックのみ
沖縄県　浦添市 宮脇書店　経塚シティ店 対象は児童書のみ
沖縄県　沖縄市 宮脇書店　太陽書房　美里店 対象はコミックのみ
沖縄県　宜野湾市 宮脇書店　大山店 対象はコミックのみ
沖縄県　中頭郡西原町 球陽堂書房　西原店 対象はコミックのみ
沖縄県　中頭郡北中城村 未来屋書店　沖縄ライカム店 対象はコミックのみ
沖縄県　島尻郡南風原町 宮脇書店　南風原店 対象はコミックのみ
沖縄県　那覇市 球陽堂書房　那覇メインプレイス店 対象はコミックのみ
沖縄県　那覇市 ジュンク堂書店　那覇店 対象はコミックのみ
沖縄県　那覇市 リブロ　リウボウブックセンター店 対象はコミックのみ
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