
※数に限りがございますので、売切の場合はご容赦ください。

都道府県 市区町村 書店名

北海道 札幌市 中央区 ヴィレッジヴァンガード札幌エスタ

三省堂書店札幌店

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店札幌店

東区 くまざわ書店アリオ札幌店

西区 ヴィレッジヴァンガードイオンモール札幌発寒

清田区 ヴィレッジヴァンガードイオンモール札幌平岡

函館市 くまざわ書店函館ポールスター店

小樽市 ヴィレッジヴァンガード小樽

喜久屋書店小樽店

帯広市 喜久屋書店帯広店

富良野市 ゲオ富良野店

青森県 青森市 ブックスモア　ベイブリッジ店

八戸市 伊吉書院西店

伊吉書院類家店

カネイリ番町店

黒石市 ブックスモア黒石店

おいらせ町 カネイリ下田店

岩手県 盛岡市 ヴィレッジヴァンガードイオンモール盛岡南

ジュンク堂書店盛岡店

東山堂肴町本店

東山堂イオンモ－ル前潟盛岡店

東山堂イオンモ－ル盛岡南店

東山堂川徳店

東山堂都南店

東山堂三ツ割店

宮古市 ＢＯＯＫＳこなり

大船渡市 ブックポートネギシ本店

ブックポートネギシ猪川店

北上市 東山堂北上店

二戸市 伊吉書院ＢＯＯＫ・ＮＥＴ・ＯＮＥ二戸店

奥州市 松田書店

松田書店北田店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ奥州水沢店

宮城県 仙台市 青葉区 ヴィレッジヴァンガード仙台ロフト

喜久屋書店仙台店

くまざわ書店エスパル仙台店

太白区 紀伊國屋書店仙台店

泉区 ヴィレッジヴァンガードイオンタウン仙台泉大沢

■10月3日発売　　二見書房「メイドイン赤塚不二夫 2 アッコちゃん NFT特装版」取扱店舗リスト
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宮城県 仙台市 泉区 ブックスなにわ仙台泉店

石巻市 ヴィレッジヴァンガードイオンモール石巻

ヤマト屋書店石巻あけぼの店

ヤマト屋書店石巻中里店

気仙沼市 宮脇書店気仙沼

多賀城市 ブックスなにわ多賀城店

大崎市 ブックスなにわ古川店

秋田県 秋田市 加賀谷書店茨島店

ス－パ－ブックス八橋店

能代市 ＢＯＯＫｓアルファ能代Ｓ・Ｃ店

北秋田市 ブックスアルファ鷹巣ＳＣ店

ブックスモア鷹巣店

仙北市 ブックイン１０５

山形県 山形市 くまざわ書店山形店

こまつ書店寿町本店

こまつ書店桜田店

こまつ書店鈴川店

こまつ書店西田店

米沢市 こまつ書店堀川町店

東根市 こまつ書店東根店

福島県 福島市 岩瀬書店八木田店プラスゲオ

岩瀬書店ヨークベニマル福島西店

会津若松市 ブックスなにわ会津若松本店

郡山市 ヴィレッジヴァンガードブーフ郡山

ブックファン２４郡山うねめ通り店

岩瀬書店富久山店プラスゲオ

いわき市 ヤマニ書房本店

ヤマニ書房イオンいわき店

ヤマニ書房エブリア店

ヤマニ書房ラトブ店

白河市 ス－パ－ブックス新白河店

須賀川市 郡山書店須賀川西店

相馬市 広文堂書店

二本松市 ベイシア安達店

田村市 ふねひきパークＢｏｏｋｓパレット

大玉村 宮脇書店大玉店

茨城県 水戸市 川又書店エクセル店

未来屋書店水戸内原店

石岡市 三洋堂書店石岡店

常陸太田市 かわねや木崎店

取手市 くまざわ書店取手店
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茨城県 牛久市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたち野うしく店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたち野うしく店

つくば市 ＡＣＡＤＥＭＩＡイーアスつくば店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯつくば店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯつくば店

ひたちなか市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたちなか店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたちなか店

守谷市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ守谷店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ守谷店

那珂市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ那珂店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ那珂店

筑西市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ下館店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ下館店

栃木県 宇都宮市 ヴィレッジヴァンガードララスクエア宇都宮

喜久屋書店宇都宮店

くまざわ書店宇都宮店

足利市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ足利店

文真堂書店タイムクリップゲオ足利助戸店

文真堂書店葉鹿店

群馬県 前橋市 Ｂｏｏｋｍａｎ’ｓＡｃａｄｅｍｙ前橋店

文真堂書店ゲオ大胡店

文真堂書店小出店

文真堂書店関根店

高崎市 くまざわ書店高崎店

Ｂｏｏｋｍａｎ’ｓＡｃａｄｅｍｙ高崎店

文真堂書店上中居店

文真堂書店タイムクリップゲオ倉賀野店

桐生市 文真堂書店相生店

伊勢崎市 ヴィレッジヴァンガードスマーク伊勢崎

くまざわ書店伊勢崎店

太田市 喜久屋書店太田店

Ｂｏｏｋｍａｎ’ｓＡｃａｄｅｍｙ太田店

文真堂書店タイムクリップゲオ新井店

沼田市 文真堂書店上原店

館林市 文真堂書店ゲオ小桑原店

渋川市 ＴＩＭＥＣＬＩＰ渋川中央店

富岡市 文真堂書店一の宮店

安中市 文真堂書店タイムクリップゲオ安中店

みどり市 文真堂書店タイムクリップゲオ大間々店

東吾妻町 文真堂書店ゲオ原町店

大泉町 文真堂書店大泉店
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埼玉県 さいたま市 北区 くまざわ書店宮原店

大宮区 ヴィレッジヴァンガードコクーンシティ

三省堂書店大宮店

ジュンク堂書店大宮高島屋店

浦和区 須原屋本店

緑区 ヴィレッジヴァンガードイオンモール浦和美園

旭屋書店イオンモ－ル浦和美園店

川越市 紀伊國屋書店川越店

ブックファーストルミネ川越店

川口市 須原屋川口前川店

秩父市 文真堂書店タイムクリップゲオ秩父黒谷店

深谷市 ブックマルシェアリオ深谷店

上尾市 ブックマルシェ上尾店

越谷市 旭屋書店新越谷店

ヴィレッジヴァンガード　イオンレイクタウンkaze

ヴィレッジヴァンガード＋ＰＬＵＳ(イオンレイクタウンｍｏｒｉ)

ＴＳＵＴＡＹＡレイクタウン

博文堂書店千間台店

未来屋書店レイクタウン店

戸田市 ヴィレッジヴァンガードイオンモール北戸田

新座市 旭屋書店志木店

桶川市 丸善桶川店

久喜市 くまざわ書店久喜店

くまざわ書店鷲宮店

幸手市 文真堂書店タイムクリップゲオ幸手店

上里町 くまざわ書店上里店

千葉県 千葉市 中央区 くまざわ書店蘇我店

稲毛区 アシーネ書籍長沼店

市川市 ヴィレッジヴァンガードニッケコルトンプラザ

ブックファーストシャポー市川店

船橋市 ヴィレッジヴァンガード津田沼パルコ

旭屋書店船橋店

くまざわ書店ららぽ－と船橋店

松戸市 喜久屋書店松戸店

茂原市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ茂原店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ茂原店

旭市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ旭店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ旭店

習志野市 くまざわ書店津田沼店

丸善津田沼店

柏市 紀伊國屋書店セブンパークアリオ柏店
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千葉県 浦安市 丸善舞浜イクスピアリ店

八街市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ八街店

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ八街店

印西市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ千葉ニュータウン牧の原店

富里市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ富里店

いすみ市 三洋堂書店岬店

大多喜町 ＢｏｏｋＬａｎｄオリブ

東京都 千代田区 書泉グランデ

書泉ブックタワー

東京堂書店神田本店

丸善丸の内本店

明治書店神田店

中央区 八重洲ブックセンター本店

新宿区 芳林堂書店高田馬場店

ブックファースト新宿店

台東区 くまざわ書店浅草店

墨田区 くまざわ書店錦糸町店

くまざわ書店コミックランドビーワン錦糸町

江東区 くまざわ書店ダイバ－シティ東京店

品川区 ブックファースト五反田店

大田区 くまざわ書店コミックランドビーワン蒲田

田辺書店羽田空港店

ブックファーストアトレ大森店

世田谷区 ヴィレッジヴァンガード下北沢店

三省堂書店下北沢店

三省堂書店成城店

渋谷区 啓文堂書店渋谷店

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店渋谷店

中野区 ＢＯＯＫ＋東中野店

ブックファースト中野店

明屋書店中野ブロードウェイ店

杉並区 ブックスオオトリ高円寺店

豊島区 旭屋書店池袋店

くまざわ書店池袋店

くまざわ書店エミオ池袋店

三省堂書店池袋本店

ジュンク堂書店池袋本店

とらのあな池袋店Ｂ

明治書店池袋店

山下書店大塚店

練馬区 くまざわ書店大泉学園店
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東京都 練馬区 八重洲ブックセンター石神井公園店

足立区 くまざわ書店イトーヨーカドー綾瀬店

くまざわ書店西新井店

書店ぶっくらんど

ス－パ－ブックス竹ノ塚駅前店

ブックファーストルミネ北千住店

文真堂書店足立花畑店

江戸川区 くまざわ書店船堀店

八王子市 くまざわ書店コミックランドビーワン八王子店

くまざわ書店高尾店

武蔵野市 ヴィレッジヴァンガードオンザコーナー吉祥寺

ブックス・ルーエ

ブックファーストアトレ吉祥寺店

府中市 喜久屋書店府中店

昭島市 くまざわ書店昭島店

調布市 くまざわ書店国領店

国立市 増田書店

神奈川県 横浜市 西区 紀伊國屋書店横浜店

くまざわ書店ランドマーク店

金沢区 ブックスオオトリ金沢シーサイド店

港南区 八重洲ブックセンター京急上大岡店

青葉区 ブックファースト青葉台店

都筑区 ＡＣＡＤＥＭＩＡ港北店

ブックファーストモザイクモール港北店

川崎市 中原区 紀伊國屋書店武蔵小杉店

住吉書房元住吉店

相模原市 緑区 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店橋本店

南区 くまざわ書店相模大野店

ブックファーストボーノ相模大野店

平塚市 サクラ書店ラスカ平塚店

サクラ書店高村店

鎌倉市 くまざわ書店大船店

藤沢市 ジュンク堂書店藤沢店

厚木市 くまざわ書店本厚木店

大和市 くまざわ書店大和鶴間店

くまざわ書店大和店

新潟県 新潟市 北区 ＨＩＲＡＳＥＩ遊ＴＳＵＴＡＹＡ豊栄インター店

東区 東京書店松崎店

中央区 萬松堂

西区 ヴィレッジヴァンガードアピタ新潟西

東京書店新潟小新
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新潟県 新潟市 西蒲区 ＨＩＲＡＳＥＩ遊蔦屋書店巻店

長岡市 くまざわ書店長岡店

コメリ書房北長岡店

柏崎市 コメリ書房柏崎店

新発田市 コメリ書房新発田店

加茂市 コメリ書房加茂店

見附市 宮脇書店見附店

五泉市 コメリ書房五泉店

上越市 知遊堂上越国府店

富山県 富山市 ヴィレッジヴァンガードファボーレ

紀伊國屋書店富山店

清明堂書店アピタ店

明文堂書店富山有沢橋店

文苑堂書店富山豊田店

文苑堂書店本郷店

高岡市 ヴィレッジヴァンガードイオンモール高岡

喜久屋書店高岡店

文苑堂書店福田本店

文苑堂書店清水町店

滑川市 明文堂書店滑川店

射水市 明文堂書店高岡射水店

文苑堂書店小杉店

石川県 金沢市 ヴィレッジヴァンガードイオンタウン金沢示野

金沢ビーンズ明文堂書店

小松市 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡＫＯＭＡＴＳＵ

かほく市 ヴィレッジヴァンガードイオンモールかほく

野々市市 明文堂書店金沢野々市店

穴水町 コメリ書房穴水店

福井県 福井市 ヴィレッジヴァンガードフェアモール福井

敦賀市 ＫａＢｏＳＭＥＧＡドン・キホ－テ敦賀店

ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ敦賀店

小浜市 三洋堂書店小浜店

山梨県 甲府市 ジュンク堂書店岡島甲府店

朗月堂書店

富士吉田市 ＢＯＯＫＳＫＡＴＯ富士吉田店

韮崎市 ブックジョイ韮崎竜岡店

北杜市 ＢＯＯＫＳ ＳＥＩＢＵＮＤＯ

長野県 長野市 書店すぐじ

平安堂川中島店

平安堂長野店

平安堂東和田店
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長野県 長野市 平安堂若槻店

松本市 ヴィレッジヴァンガード松本パルコ

上田市 ヴィレッジヴァンガードイオン上田

平安堂上田しおだ野店

飯田市 平安堂飯田店

平安堂座光寺店

諏訪市 平安堂諏訪店

伊那市 平安堂伊那店

駒ヶ根市 三洋堂書店駒ヶ根店

飯山市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊ＴＳＵＴＡＹＡ飯山店

塩尻市 平安堂塩尻店

佐久市 平安堂佐久インタ－ウェ－ブ店

千曲市 平安堂更埴店

安曇野市 平安堂あづみ野店

岐阜県 岐阜市 三洋堂書店市橋店

三洋堂書店長良店

大垣市 ヴィレッジヴァンガードイオンモール大垣

喜久屋書店大垣店

三洋堂書店大垣バロ－店

高山市 三洋堂書店高山店

三洋堂書店こくふ店

三洋堂書店ルビットタウン高山店

多治見市 三洋堂書店たじみ店

三洋堂書店多治見南店

関市 こみかるはうす関店

三洋堂書店新関店

三洋堂書店せき東店

中津川市 三洋堂書店中津川店

瑞浪市 三洋堂書店瑞浪中央店

恵那市 三洋堂書店アクロスプラザ恵那店

美濃加茂市 三洋堂書店みのかも店

土岐市 三洋堂書店土岐店

各務原市 こみかるはうす鵜沼店

三洋堂書店各務原店

可児市 三洋堂書店下恵土店

こみかるはうす可児店

山県市 三洋堂書店高富店

瑞穂市 三洋堂書店穂積店

本巣市 三洋堂書店本巣店

郡上市 三洋堂書店大和店

海津市 三洋堂書店南濃店
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岐阜県 養老町 三洋堂書店養老店

垂井町 三洋堂書店垂井店

安八町 ブックハウスあかお

大野町 三洋堂書店大野店

静岡県 静岡市 葵区 吉見書店竜南店

駿河区 吉見書店長田店

清水区 江崎書店ベイドリーム清水店

浜松市 東区 ＢＯＯＫＳアマノ有玉店

南区 明屋書店浜松渡瀬店

沼津市 マルサン書店駅北店

島田市 島田書店花みずき店

富士市 あおい書店富士店

磐田市 ヴィレッジヴァンガードららぽーと磐田

袋井市 江崎書店袋井店

清水町 マルサン書店柿田川サントムーン店

愛知県 名古屋市 千種区 こみかるはうす池下駅店

東区 こみかるはうす藤が丘駅前店

正文館書店本店

中村区 ヴィレッジヴァンガードビックカメラ名古屋駅西

三省堂書店名古屋本店

中区 三洋堂書店上前津店

丸善名古屋本店

昭和区 三洋堂書店杁中店

瑞穂区 三洋堂書店新開橋店

中川区 三洋堂書店中野橋店

港区 三洋堂書店当知店

守山区 三洋堂書店志段味店

緑区 未来屋書店大高店

名東区 三洋堂書店よもぎ店

豊橋市 豊川堂カルミア店

岡崎市 あおい書店上里店

一宮市 ヴィレッジヴァンガードイオンモール木曽川

こみかるはうす尾西店

瀬戸市 こみかるはうす新瀬戸店

三洋堂書店ひしの店

半田市 三洋堂書店乙川店

三洋堂書店半田店

春日井市 三洋堂書店鳥居松店

豊川市 三洋堂書店豊川店

あおい書店豊川店

豊田市 ヴィレッジヴァンガードＴ－ＦＡＣＥ
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愛知県 豊田市 三洋堂書店梅坪店

三洋堂書店本新店

安城市 本の王国安城店

西尾市 三洋堂書店西尾店

犬山市 くまざわ書店犬山店

常滑市 キャラカプ常滑店

江南市 ヴィレッジヴァンガードアピタ江南

こみかるはうす江南店

小牧市 ヴィレッジヴァンガードイオン小牧

東海市 三洋堂書店大田川店

知立市 三洋堂書店知立店

尾張旭市 こみかるはうすベルコート店

三洋堂書店城山店

高浜市 三洋堂書店高浜Ｔぽ－と店

清須市 三洋堂書店清洲店

北名古屋市 あおい書店西春店

大口町 こみかるはうす大口店

東浦町 ヴィレッジヴァンガードイオンモール東浦

三重県 津市 三洋堂書店白塚店

東京書店津店

別所書店イオン津店

別所書店修成店

四日市市 三洋堂書店生桑店

三洋堂書店富田店

桑名市 三洋堂書店桑名店

三洋堂書店星川店

鈴鹿市 ヴィレッジヴァンガードイオンモール鈴鹿

ゲオ鈴鹿磯山店

名張市 三洋堂書店名張店

いなべ市 三洋堂書店北勢店

滋賀県 大津市 大垣書店フォレオ大津一里山店

ハイパーブックス大津京店

彦根市 ハイパーブックス彦根店

長浜市 三洋堂書店新長浜店

三洋堂書店高月店

サンミュージック長浜店

ハイパーブックス長浜店

近江八幡市 サンミュージック近江八幡店

三洋堂書店近江八幡店

草津市 ヴィレッジヴァンガードイオンモール草津

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

ハイパーブックスかがやき通り店

ハイパーブックス駒井沢店

守山市 サンミュージック守山店

甲賀市 ハイパ－ブックス水口店

東近江市 三洋堂書店八日市店

ＨＹＰＥＲ　ＢＯＯＫＳ×ＤＥＬＩＧＨＴ 八日市店

豊郷町 三洋堂書店豊郷店

京都府 京都市 中京区 大垣書店烏丸三条店

大垣書店二条駅店

下京区 大垣書店京都ヨドバシ店

南区 大垣書店イオンモールＫＹＯＴＯ店

大垣書店イオンモール京都桂川店

アバンティブックセンター京都店

右京区 大垣書店京都ファミリー店

伏見区 大垣書店醍醐店

大垣書店伏見店

くまざわ書店桃山店

宇治市 平和書店アル・プラザ宇治東店

亀岡市 宮脇書店亀岡店

京丹後市 まるぜん書店マイン店

精華町 ＡＣＡＤＥＭＩＡけいはんな店

大阪府 大阪市 天王寺区 くまざわ書店天王寺店

ジュンク堂書店上本町店

浪速区 ジュンク堂書店難波店

わんだーらんどなんば店

阿倍野区 喜久屋書店阿倍野店

喜久屋書店漫画館阿倍野店

くまざわ書店阿倍野店

ジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店

北区 紀伊國屋書店グランフロント大阪店

ジュンク堂書店大阪本店

ブックファースト梅田２階店

中央区 旭屋書店なんばＣＩＴＹ店

ジュンク堂書店天満橋店

堺市 西区 くまざわ書店津久野店

吹田市 アミ－ゴ書店千里丘店

高槻市 大垣書店高槻店

守口市 ヴィレッジヴァンガードイオンモール大日

茨木市 ハイパーブックス茨木店

八尾市 丸善八尾アリオ店
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大阪府 和泉市 トレンド葛の葉

四條畷市 ヴィレッジヴァンガードイオンモ－ル四條畷

兵庫県 神戸市 東灘区 メトロ書店神戸御影店

兵庫区 喜久屋書店神戸南店

長田区 喜久屋書店東急プラザ新長田店

北区 喜久屋書店神戸北町店

中央区 大垣書店神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店

西区 喜久屋書店西神中央店

アミ－ゴ書店西神戸店

尼崎市 くまざわ書店あまがさき店

西宮市 ブックファーストエビスタ西宮店

ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店

芦屋市 ジュンク堂書店芦屋店

豊岡市 喜久屋書店豊岡店

加西市 ヴィレッジヴァンガードイオンモール加西北条

奈良県 奈良市 三洋堂書店大安寺店

啓林堂書店奈良店

ジュンク堂書店奈良店

大和郡山市 喜久屋書店大和郡山店

天理市 ＷＡＹ書店ＴＳＵＴＡＹＡ天理店

橿原市 喜久屋書店橿原店

三洋堂書店橿原神宮店

桜井市 三洋堂書店桜井店

香芝市 三洋堂書店香芝店

平群町 三洋堂書店平群店

上牧町 ヴィレッジヴァンガードアピタ西大和

和歌山県 和歌山市 トレンド書店和歌山四ケ郷店

橋本市 ツモリ西部店

鳥取県 鳥取市 今井書店吉成コミック店

米子市 今井書店錦町店

島根県 松江市 今井書店グループセンター店

ヴィレッジヴァンガードイオン松江

出雲市 今井書店出雲店

ヴィレッジヴァンガードゆめタウン出雲

益田市 ブックセンタージャスト高津店

岡山県 倉敷市 ヴィレッジヴァンガードイオンモール倉敷

喜久屋書店倉敷店

宮脇書店倉敷マスカット店

広島県 広島市 中区 紀伊國屋書店広島店

安佐南区 ヴィレッジヴァンガードイオンモール広島祇園

福山市 ヴィレッジヴァンガードフジグラン神辺
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広島県 福山市 宮脇書店ゆめタウン蔵王店

廿日市市 ヴィレッジヴァンガードゆめタウン廿日市

安芸高田市 宮脇書店ゆめタウン吉田店

江田島市 宮脇書店ゆめタウン江田島店

山口県 下関市 くまざわ書店下関店

明屋書店ＭＥＧＡ新下関店

山口市 明屋書店小郡店

明屋書店ＭＥＧＡ大内店

防府市 明屋書店緑町店

下松市 明屋書店下松店

岩国市 明屋書店南岩国店

柳井市 明屋書店柳井店

周南市 宮脇書店徳山店

山陽小野田市 ヴィレッジヴァンガードおのだサンパーク

明屋書店厚狭店

徳島県 徳島市 平惣徳島店

平惣田宮店

北島町 ヴィレッジヴァンガードフジグラン北島

香川県 高松市 くまざわ書店高松店

宮脇書店総本店

宮脇書店南本店

愛媛県 松山市 明屋書店石井店

明屋書店空港通店

明屋書店ＭＥＧＡ平田店

宇和島市 明屋書店宇和島明倫店

新居浜市 宮脇書店新居浜本店

明屋書店新居浜松木店

明屋書店ＭＥＧＡ西の土居店

大洲市 明屋書店大洲店

四国中央市 明屋書店川之江店

東温市 ヴィレッジヴァンガードフジグラン重信

松前町 ヴィレッジヴァンガードエミフルＭＡＳＡＫＩ

明屋書店松前店

高知県 香南市 金高堂野市店

香美市 金高堂土佐山田店

福岡県 北九州市 若松区 くまざわ書店若松店

小倉北区 喜久屋書店小倉店

くまざわ書店小倉店

小倉南区 ＡＣＡＤＥＭＩＡサンリブ小倉店

明屋書店小倉沼新町店

明屋書店小倉南店
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福岡県 福岡市 東区 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂えきマチ１丁目香椎店

メトロ書店千早店

博多区 紀伊國屋書店福岡本店

丸善博多店

中央区 ヴィレッジヴァンガードフリ－クス福岡パルコ

西区 福家書店福岡木の葉モール橋本店

福岡金文堂姪浜南店

久留米市 紀伊國屋書店久留米店

直方市 Ａ ＢＯＯＫ直方店

飯塚市 Ａ ＢＯＯＫ飯塚店

行橋市 明屋書店行橋行事店

宗像市 明屋書店くりえいと宗像店

粕屋町 ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂長者原店

遠賀町 ゆめタウン遠賀白石書店

長崎県 長崎市 メトロ書店長崎本店

佐世保市 ヴィレッジヴァンガードイオン大塔

五島市 ゲオ福江店

熊本県 熊本市 中央区 長崎書店

東区 明屋書店サンロードシティ熊本店

ヴィレッジヴァンガードゆめタウンはません

菊陽町 紀伊國屋書店熊本光の森店

小国町 ＢＯＯＫＳビオス

嘉島町 ヴィレッジヴァンガードイオンモール熊本

大分県 大分市 紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店

くまざわ書店大分店

明屋書店高城店

日田市 明屋書店日田店

佐伯市 明屋書店コスモタウン佐伯店

臼杵市 明屋書店臼杵野田店

宇佐市 明屋書店宇佐店

宮崎県 宮崎市 ヴィレッジヴァンガードイオンモール宮崎

未来屋書店宮崎店

都城市 田中書店川東店

鹿児島県 鹿児島市 紀伊國屋書店鹿児島店

未来屋書店鹿児島店

薩摩川内市 明屋書店川内店

霧島市 金海堂イオン隼人国分店

沖縄県 中頭郡 ヴィレッジヴァンガードイオン北谷

島尻郡 ヴィレッジヴァンガードイオン南風原

那覇市 ジュンク堂書店那覇店
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