店舗名
『情報コンビニエンス』グッドウィル一宮店
『情報コンビニエンス』グッドウィル岡崎店
『情報コンビニエンス』グッドウィル刈谷店
『情報百貨店』グッドウィル豊橋店
『情報コンビニエンス』グッドウィル豊田店
エンターテイメント・デジタルモール
宝島長久手店(クレストグループ)
Ｇａｇａ
あきば書店 安城1号店
宝島一宮店(クレストグループ)
尾張書店 稲沢桜木店
宝島 稲沢店
あきば書店岡崎北店
『情報コンビニエンス』グッドウィル岡崎店
『情報コンビニエンス』グッドウィル刈谷店
宝島江南店(クレストグループ)
『情報百貨店』グッドウィル四日市店
宝島味美店(クレストグループ)
宝島小牧店
グッドフェローズ三好店
グッドフェローズ楽市街道名古屋店
『情報コンビニエンス』グッドウィル津店
ファミーズ富木島店
グッドウィル半田店
グッドフェローズおわりあさひ店
『情報百貨店』グッドウィル豊橋店
あきば書店御油店
『情報コンビニエンス』グッドウィル豊田店
宝島師勝店 (クレストグループ)
とらのあな名古屋店
エンターテイメント・デジタルモール
中京マイコン
ゲーマーズ名古屋店
AMPnet大須店
ファミーズ中川店
メロンブックス名古屋店
ドリームボーイ弘前城東店
ドリームボーイ青森店
スターブックス Ｒ７号飯島店
スターブックス 広面店
買取BANK金沢間明店
リブロハウス
ビデオ激安王示野店
ビデオ激安王森戸店
ビデオ激安王小松店
富士書店 千代田店
富士書店つくば店
みのり書房ひたちなか店
富士書店市毛店
富士書店牛久店
富士書店本店
ときわ書店石岡店
富士書店石岡店
楽園帯夢 筑西店
富士書店土浦南店
みのり書房 日立店
ドリーム水沢真城店
ドリーム盛岡南店
ドリーム盛岡上堂店
グッドウィル松山店
メロンブックス松山店
Goody 大分 中島店
とらのあな梅田店
とらのあななんば2号店
ゲーマーズなんば店
とらのあななんば1号店（古物フロア）
とらのあななんば1号店
ビデオ激安王住之江店
ゲーマーズ梅田店
信長書店 大阪駅前第一ビル店
信長書店 難波店
エーツーオタロード店
信長書店 日本橋店
エーツー日本橋店
メロンブックス大阪日本橋店
信長書店 枚方店
ガッポリ門真店
ブックメイト東岡山店
メロンブックス岡山店
ブックメイト撫川店
メディオ！西市 別館
ブックメイト福江店
ブックメイト老松店
『情報コンビニエンス』グッドウィル北谷店
東京書店北谷店
『情報コンビニエンス』グッドウィル那覇新都心店
ブックメイト郡家店
信長書店 丸亀店
信長書店香西店
メディオ！高松店
信長書店仏生山店
信長書店木太店
信長書店善通寺店
信長書店牟礼店
デジタルステージ
ゲーマーズ横浜店
メロンブックス横浜店
とらのあな横浜店
ゲームステーション本厚木店
コンピュータランド シスコム
たちばな書店藤沢店
宝島可児店
宝島各務原バイパス店 (クレストグループ)
グッドフェローズ鵜沼店
宝島関池田店 (クレストグループ)
グッドウィル岐阜茜部店

住所

愛知県一宮市朝日2-1-25
愛知県岡崎市牧御堂町字花辺1-1
愛知県刈谷市高倉町3-508
愛知県豊橋市牟呂町字扇田74
愛知県豊田市深田町1-2-1
愛知県名古屋市中区大須3-12-35
愛知県愛知郡長久手町大字長湫字香桶73
愛知県安城市横山町下手賀知141
愛知県安城市尾崎町追池５２－９
愛知県一宮市大和町馬引古宮32-1
愛知県稲沢市桜木２－３－１６
愛知県稲沢市朝府町３－２２
愛知県岡崎市井田新町1-5
愛知県岡崎市牧御堂町字花辺1-1
愛知県刈谷市高倉町3-508
愛知県江南市野白町葭場92
愛知県四日市市泊小柳町2-1（パワーシティー四日市内）
愛知県春日井市味美西本町字西海道2318-1
愛知県小牧市原新田鷹之橋701-1
愛知県西加茂郡三好町大字三好字荒池2-1
愛知県西春日井郡西春町中之郷神明45-1ドンキホーテ内
愛知県津市高茶屋小森町2625-1
愛知県東海市富木島町伏見4-6-7
愛知県半田市山代町１丁目102-6
愛知県尾張旭市東本地ケ原町2-135
愛知県豊橋市牟呂町字扇田74
愛知県豊川市御油町行力27-1
愛知県'豊田市深田町1-2-1
愛知県北名古屋市高田寺東の川33
愛知県名古屋市中区丸の内3-19-15
愛知県名古屋市中区大須3-12-35
愛知県名古屋市中区大須3-13-25
愛知県名古屋市中区大須3-30-40 万松寺ビル 1階
愛知県名古屋市中区大須3-30-85
愛知県名古屋市中川区中島新町3-1109
愛知県名古屋市中村区椿町21-2第2太閤ビル1F
青森県弘前市城東北４丁目5-6
青森県青森市筒井八ツ橋50-1
秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼４１０－３
秋田県秋田市広面樋ノ沖８２－２
石川県金沢市間明町1-245
石川県金沢市窪7丁目267
石川県金沢市桜田町1-36
石川県金沢市森戸1-84-2
石川県小松市大領町179
茨城県かすみがうら市下稲吉字西山2654-1
茨城県つくば市吾妻4丁目18-6
茨城県ひたちなか市はしかべ2-3-2
茨城県ひたちなか市市毛1165-1
茨城県牛久市上柏田2-33-1
茨城県水戸市笠原町1194-1
茨城県石岡市石岡２９１１－１
茨城県石岡市八軒台3214-1
茨城県筑西市神分４３－１
茨城県土浦市大字永国字天神784-4
茨城県日立市森山町3－7－17
岩手県奥州市水沢区真城字土手根87-1
岩手県紫波郡矢巾町大字高田第16地割字前野3番地
岩手県盛岡市上堂4-12-3
愛媛県松山市東石井町6-12-36
愛媛県松山市湊町4-10-4共栄会館2F
大分県大分市碩田町１－２－１９
大阪府大阪市北区曽根崎2-15-24曽根崎ビルB1F
大阪府大阪市浪速区日本橋3-6-16ニューオーディオ館1～3F
大阪府大阪市浪速区日本橋3-8-16
大阪府大阪市浪速区日本橋3-8-16安田ビル1F
大阪府大阪市浪速区日本橋3-8-16安田ビル2F～3F
大阪府大阪市住之江区西住之江1-4-24
大阪府大阪市北区梅田1-1-3-B100 大阪駅前第3ビル B1F
大阪府大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第１ビル１階
大阪府大阪市浪速区難波中１－１８－１２ パークサイドビル２F
大阪府大阪市浪速区難波中2-2-4
大阪府大阪市浪速区日本橋4-10-5マトウビル1F～6F
大阪府大阪市浪速区日本橋4-11-3
大阪府大阪市浪速区日本橋5-6-1桃兵ビル2F
大阪府枚方市出口３－５－１３
大阪府門真市岸和田3-35-30
岡山県岡山市下421-12
岡山県岡山市表町2-1-37アニメイト2F
岡山県岡山市撫川1493-3
岡山県岡山市北区西市413-1
岡山県倉敷市福江655-2
岡山県倉敷市老松町5-1-13
沖縄県中頭郡北谷町美浜3-1-6
沖縄県北谷町上勢頭820-6
沖縄県那覇市おもろまち3-5-16
香川県丸亀市郡家町1864-1
香川県丸亀市土器東町7丁目178
香川県高松市郷東町489-3
香川県高松市上天神町２００-３－２Ｆ
香川県高松市仏生山町46-18
香川県高松市木太町407-8
香川県善通寺市上吉田町394
香川県木田郡牟礼町424-4
神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町16-7
神奈川県横浜市西区南幸2-16-20 オーチュー横浜 2F・3F
神奈川県横浜市西区南幸2-16-20オーチュー横浜ビル5F
神奈川県横浜市西区南幸2-17-7ヴェルディ横浜2F
神奈川県厚木市中町2-5-5
神奈川県厚木市中町4-10-24 ｼｽｺﾑﾀﾜｰ１階
神奈川県藤沢市南藤沢20-10 サンシャインタヒチビルB1F
岐阜県可児市広見6丁目98番
岐阜県各務原市鵜沼各務原町1-9
岐阜県各務原市鵜沼西町3-70
岐阜県関市池田町24
岐阜県岐阜市茜部菱野1丁目１３７－１

グッドフェローズぎふ店
宝島六条店(クレストグループ)
宝島恵那店 (クレストグループ)
グッドフェローズ高山店
グッドフェローズ大垣店
宝島大垣バイパス店(クレストグループ)
宝島土岐店(クレストグループ)
宝島美濃加茂店(クレストグループ)
グッドフェローズ北方店
グッドウィル岐阜正木店
信長書店 四条河原町店
大文字書店
ゲーマーズ京都店
メロンブックス京都店
未知書房健軍店
未知書房清水店
未知書房 富合店
富士書店赤城店
コスモ書店 伊勢崎店
利根書店 桐生店
利根書店 高崎店
利根書 店高崎店
メロンブックス高崎店
富士書店高崎店
利根書店 渋川店
富士書店前橋店
利根書店 前橋石倉店
利根書店 前橋野中店
上毛書店
利根書店 新田店
利根書店 大泉朝日店
マジカルガーデン御座店
コミックとらのあな 大宮店
ゲーマーズ大宮店
メロンブックス大宮店
太陽書店越谷店
利根書店 加須店
東京書店狭山店
利根書店 上里店
利根書店 熊谷店
富士書店熊谷店
利根書店 吹上店
利根書店 吹上店
利根書店 鴻巣店
富士書店春日部店
利根書店 深谷店
V-MAX草加店
ジャンプ書店
ジャンプ書店 武雄店
海書房 焼津藤枝店
株式会社エーツー (通販サイト：駿河屋)
メロンブックス静岡店
グッドウィル浜松店
男の本屋 Books Endo
ブックサイト佐原店
大陸書房 松戸店
ビデオ激安王成田店
ビデオ激安王 穴川店
ビデオ激安王東金店
ビデオ激安王白井店
太陽書店富里店
とらのあな町田店
Mediagate（メディアゲート）
DMM(デジタルメディアマート)
有限会社メディア４(アニメくる(通販))
ゲーマーズ新宿店
ブックマーケット昭島店
とらのあな新宿店
メロンブックス秋葉原店
ラムタラ秋葉原店
メディアランド秋葉原店
AKIHABARAゲーマーズ本店
ラムタラメディアワールドアキバ
COMICZIN秋葉原店
TRADER 4 PCゲーム館 (12.1.16 メッセサンオーより店舗変更)
プレジャ 秋葉原店
とらのあな秋葉原本店
とらのあな秋葉原1号店
げっちゅ屋
株式会社まんだらけ
コミックとらのあな 町田店
ゲーマーズ町田店
まんが王倶楽部
コミックとらのあな 八王子店
とらのあな吉祥寺店
とらのあな池袋店
新宿書店池袋支店
ゲーマーズ池袋店
ゲーマーズ立川店
バローロ空港店
コスモ書店 野沢店
メロンブックス宇都宮店
太陽書店宇都宮戸祭店
利根書店 足利店
ジパング書店鳥取安長店
ビデオボーイ湖山店
マイアミ書店浜田店
ビデオ激安王新庄店
グッドウィル佐世保店
利根書店 上田バイパス店
利根書店 アップルライン店
ビデオ激安王上越店
ブックワンダー十日町店
メロンブックス新潟店
ＤＶＤキャンプ構店
道楽滝野店
ビデオの穴場ジパング三田南が丘店
ブックプラザ三木

岐阜県岐阜市江添1-5-18
岐阜県岐阜市六条江東1-3-3
岐阜県恵那市長島町中野2-1-3
岐阜県高山市石浦町2-201-1
岐阜県大垣市築捨町3-121
岐阜県大垣市八島町字東菰田113
岐阜県土岐市泉大沼町4-18
岐阜県美濃加茂市加茂川町1-5-10
岐阜県本巣郡北方町高屋36
岐阜市正木西部土地区画整理２２街区４
京都府京都市下京区寺町綾小路下る中之町571
京都府京都市左京区下鴨高木町46-1 じょい下鴨B1
京都府京都市中京区寺町通蛸薬師下ル円福寺前町279
京都府京都市中京区新京極蛸薬師下ル東側町525-1京都吉本ビル2F
熊本県熊本市健軍3丁目38-11
熊本県熊本市高平3丁目14-15
熊本県熊本市富合町清藤422-1
群馬県伊勢崎市曲沢161-9
群馬県伊勢崎市上泉町84-1
群馬県桐生市相生町1-146-1
群馬県高崎市貝沢町1244
群馬県高崎市貝沢町1244
群馬県高崎市八島町14-16青井ビル1F
群馬県高崎市緑町一丁目４番地８
群馬県渋川市阿久津106
群馬県前橋市西片貝町4-23-10
群馬県前橋市石倉町5-17-2
群馬県前橋市野中町278-6
群馬県太田市高林東町1366
群馬県太田市新田市野井町43-1
群馬県邑楽郡大泉町朝日3-17-19
高知県高知市南久保4-1
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-9 湯澤ビル5階
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-251 中村ビル2F
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-132第二高井ビル2F
埼玉県越谷市七左町2-384-4
埼玉県加須市北小浜136番地1
埼玉県狭山市水野442-75
埼玉県玉郡上里町大字金久保字大塚569番地2
埼玉県熊谷市円光1-3-13
埼玉県熊谷市石原344-5
埼玉県鴻巣市下忍3471-1
埼玉県鴻巣市下忍3471-1
埼玉県鴻巣市天神2-624-1
埼玉県春日部市大字八丁目547-1
埼玉県深谷市国済寺572-1
埼玉県草加市吉町3-1-21
佐賀県杵島郡江北町下小田1861
佐賀県武雄市朝日町大字甘久487-5
静岡県焼津市小屋敷479
静岡県静岡市駿河区丸子新田317-1
静岡県静岡市伝馬町8-6トップセンタービル4F
静岡県浜松市東区上西町1020-1
静岡県富士宮市西小泉町18-5
千葉県香取市玉造2-9-10
千葉県松戸市栄町西5-1378
千葉県成田市住之江区西住之江1-4-24
千葉県千葉市稲毛区園生町375-1
千葉県東金市田間136-1
千葉県白井市復1314番地6
千葉県富里市七栄532-213
東京都町田市原町田4-11-13天野ビル3～4F
東京都港区三田3-4-12三田MTビル7F
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階
東京都渋谷区恵比寿西1-21-6アリカビル6F
東京都渋谷区代々木2丁目10番1号 新宿サンセイビル 4階
東京都昭島市中神町3-5-32
東京都新宿区西新宿1-18-1小川ビル6F
東京都千代田区外神田1-10-5広瀬本社ビルB1
東京都千代田区外神田1-13-3真神ビル６Ｆ
東京都千代田区外神田1-14-1
東京都千代田区外神田1-14-7 宝田ビル
東京都千代田区外神田1-15-2ミオス本館ビル
東京都千代田区外神田1-6-3熊谷ビル４Ｆ
東京都千代田区外神田1-9-11
東京都千代田区外神田３－１３－５ 松井ビル４Ｆ
東京都千代田区外神田4-3-1
東京都千代田区外神田4-3-1
東京都千代田区神田和泉町1番地10-4 森光ビル1階
東京都中野区中野5-52-15
東京都町田市原町田4-11-13 天野ビル3～4F
東京都町田市原町田4-5-8 町田レガロビル 2F
東京都八王子市東町1-10グランデハイツ1Ｆ
東京都八王子市東町１１番４号 八王子光ビル3階
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-12-13ウィズビル5F
東京都豊島区東池袋1-13-4
東京都豊島区東池袋1-23-7ルネッサンスビル1F
東京都豊島区東池袋1-23-9 近代グループBLD.10号館 B1F
東京都立川市錦町1-4-20 NSNビル 4F
徳島県板野郡松茂町中喜来字十人歩20-3
栃木県宇都宮市 野沢町320-3
栃木県宇都宮市曲師町2-8宇都宮フェスタB1
栃木県宇都宮市中戸祭1-2-10
栃木県足利市福居町３１０－１
鳥取県鳥取市安長228-4
鳥取県鳥取市湖山町東5-206
島根県浜田市周布町イ16-1
富山県富山市西新庄11-53
長崎県佐世保市日宇町2734－１
長野県上田市上田2524-1
長野県長野市穂保681-1
新潟県上越市大字下門前810-1
新潟県十日町市高山792-2
新潟県新潟市中央区東大通1-8-5アニメ・コミック館3F
兵庫県姫路市飾磨区構２－６２
兵庫県加東市新町326-1
兵庫県三田市南ヶ丘1-40-15
兵庫県三木市大村611

メロンブックス神戸店
ゲーマーズ神戸三宮店
とらのあな三宮店
信長書店 三宮駅前店
写楽書店長田店
メディオ姫路店
株式会社ステップ
ビスコ紙屋町1号館
とらのあな広島店
メロンブックス広島店
東京書店 西条店
ブックメイト神辺店
ブックメイト蔵王店
ビデオ激安王福井店
信長書店福井店
未知書房戸畑バイパス店
未知書房春日店
未知書房大宰府インター店
DVDコロシアム八女店
メロンブックス福岡店
フィリップ大橋店
ゲーマーズ博多店
メロンブックス小倉店
未知書房八幡穴生店
とらのあな福岡店
太陽書店いわき店
東京書店釧路鳥取店
東京書店釧路入江店
ドリームボーイ厚別店
ワンマンシアター宮の沢店
ゲーマーズ札幌店
とらのあな札幌店
メロンブックス札幌店
ワンマンシアター高架下東１丁目店
21世紀書房西帯広店
『情報百貨店』グッドウィル四日市店
『情報コンビニエンス』グッドウィル津店
北海書店
とらのあな仙台店
メロンブックス仙台店
ゲーマーズ仙台店
株式会社 万代
万代多賀城店
スターブックスＲ4号古川店
海書房 城ヶ崎店
秋名書店 鶴岡店
カメレオンクラブ 宇部西岐波店
P！CLUB
セルビデオかどや

兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1センタープラザ東館203号
兵庫県神戸市中央区三宮町2-10-7 グレースコウベビル B2F
兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1センタープラザ西館3F
兵庫県神戸市中央区布引町4-2-14
兵庫県神戸市長田区二番町4-9-1スカイハイツ1F
兵庫県姫路市東駅前町６０番地
広島県広島市西区己斐本町1-17-2井崎ビル
広島県広島市中区大手町1-1-26-707
広島県広島市中区大手町1-18-18
広島県広島市中区大手町1-4-14上田ビル2F
広島県東広島市西条土与丸３丁目４－１６
広島県福山市神辺町新徳田1-237-2
広島県福山市南蔵王町2-22-10
福井県福井市羽水3-107
福井県福井市和田2-1111F
福岡県北九州市戸畑区西鞘ケ谷町13-1
福岡県春日市小倉6丁目11番大興ビル1Ｆ
福岡県大野城市三笠川2-11-10
福岡県八女市本村2-1
福岡県福岡市中央区天神3-16-21中村家第一ビル3F
福岡県福岡市南区向野2-12-30
福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1福岡交通センタービル 7F
福岡県北九州市小倉北区魚町1-3-1松田楽器店B1F
福岡県北九州市八幡西区穴生2-3-1
福岡県福岡市中央区天神4-4-26天神吉柳ビル1.2Ｆ
福島県いわき市平上荒川長尾279-3
北海道釧路市鳥取大通7-2-15
北海道釧路市入江町12-34
北海道札幌市厚別区上野幌1条2丁目1-1アクティブプラザ上野幌1F
北海道札幌市西区宮の沢２条４丁目７-21
北海道札幌市中央区南１条西2丁目4番地 第５藤井ビル2Ｆ
北海道札幌市中央区南二条西1-7-12番館ビル1F
北海道札幌市中央区南二条西2丁目6-2HORIOビル2F
北海道札幌市東区北六条東１丁目1-10
北海道帯広市西21条南4丁目 2-8
三重県四日市市泊小柳町2-1（パワーシティー四日市内）
三重県津市高茶屋小森町2625-1
宮城県仙台市宮城野区岩切2-1-20
宮城県仙台市青葉区中央2-5-5三経60ビル3～4F
宮城県仙台市青葉区中央3-6-8JTB仙台ビル3F
宮城県仙台市青葉区中央3丁目1-14 中央古久根ビル3F
宮城県多賀城市明月1-168-1
宮城県大崎市古川若葉町1丁目２－５
宮崎県宮崎市城ヶ崎３－４－１
山形県鶴岡市文下字沼田16-1
山口県宇部市今村南３－１－４
山口県光市虹ケ浜３丁目11-22
和歌山県和歌山市三葛260－4

