
※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 三省堂書店札幌店

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店札幌店
東区 宮脇書店札幌元町店

旭川市 ジュンク堂書店旭川店
帯広市 喜久屋書店帯広店

宮脇書店帯広店
⻘森県 弘前市 宮脇書店さくら野弘前店
岩手県 盛岡市 ジュンク堂書店盛岡店

宮脇書店盛岡渋⺠店
北上市 東⼭堂北上店

宮城県 仙台市 ⻘葉区 喜久屋書店仙台店
石巻市 ヤマト屋書店石巻あけぼの店

ヤマト屋書店石巻中⾥店
秋田県 秋田市 加賀谷書店茨島店

ジュンク堂書店秋田店
ス－パ－ブックス八橋店

⼭形県 ⼭形市 こまつ書店寿町本店
こまつ書店桜田店
こまつ書店⻄田店
⼾田書店⼭形店

福島県 会津若松市 岩瀬書店会津若松駅前店
郡⼭市 岩瀬書店富久⼭店プラスゲオ

茨城県 ⽔⼾市 川又書店エクセル店
未来屋書店⽔⼾内原店

土浦市 オークス土浦ピアタウン店
牛久市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたち野うしく店
つくば市 ＡＣＡＤＥＭＩＡイーアスつくば店
ひたちなか市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたちなか店
守谷市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ守谷店
阿⾒町 オークスブックセンター阿⾒店

栃木県 宇都宮市 喜久屋書店宇都宮店
⾜利市 くまざわ書店⾜利コムファースト店

群馬県 前橋市 文真堂書店片貝店
高崎市 文真堂書店タイムクリップゲオ倉賀野店
太田市 喜久屋書店太田店
館林市 文真堂書店ゲオ小桑原店
安中市 文真堂書店タイムクリップゲオ安中店
みどり市 くまざわ書店大間々店

■11月25日発売　　MUGENUP「副音声はうるさい十分に 3 [NFT特装版]」 取扱店舗リスト
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都道府県 市区町村 書店名
群馬県 みどり市 文真堂書店タイムクリップゲオ大間々店
埼玉県 さいたま市 北区 くまざわ書店宮原店

大宮区 三省堂書店大宮店
ジュンク堂書店大宮高島屋店

緑区 旭屋書店イオンモ－ル浦和美園店
川口市 くまざわ書店川口店

須原屋アリオ川口店
須原屋川口前川店

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

ＴＳＵＴＡＹＡレイクタウン
未来屋書店レイクタウン店

蕨市 くまざわ書店ビバモ－ル蕨錦町店
⼾田市 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡ⼾田
入間市 くまざわ書店入間店
上⾥町 くまざわ書店上⾥店

千葉県 千葉市 中央区 くまざわ書店ペリエ千葉本店
船橋市 ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店津田沼パルコ

旭屋書店船橋店
くまざわ書店ららぽ－と船橋店

松⼾市 喜久屋書店松⼾店
堀江良文堂書店

成田市 くまざわ書店公津店
習志野市 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

ジュンク堂書店柏モディ店
八千代市 くまざわ書店八千代台店
君津市 博文堂書店君津店
印⻄市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ千葉ニュータウン牧の原店

東京都 千代田区 書泉グランデ
丸善丸の内本店

中央区 八重洲ブックセンター本店
港区 くまざわ書店田町店
新宿区 福家書店新宿サブナ－ド店

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 くまざわ書店コミックランドビーワン錦糸町

廣文館イトーヨーカドー曳舟店
江東区 くまざわ書店豊洲店
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都道府県 市区町村 書店名
東京都 目⿊区 中目⿊ブックセンター

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 ブックファースト中野店
豊島区 くまざわ書店池袋店

三省堂書店池袋本店
ジュンク堂書店池袋本店

練馬区 ジュンク堂書店大泉学園店
⾜⽴区 くまざわ書店イトーヨーカドー綾瀬店

くまざわ書店千住大橋店
くまざわ書店⻄新井店

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
武蔵野市 ブックス・ルーエ

ブックファーストアトレ吉祥寺店
小⾦井市 くまざわ書店武蔵小⾦井北口店
東久留⽶市 野崎書林
多摩市 くまざわ書店桜ヶ丘店

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
泉区 ＢＯＯＫＰＯＲＴ緑園店
⻘葉区 ブックファースト⻘葉台店
都筑区 ＡＣＡＤＥＭＩＡ港北店

川崎市 中原区 紀伊國屋書店武蔵小杉店
住吉書房新丸子店
住吉書房元住吉店

多摩区 住吉書房登⼾店
宮前区 住吉書房宮崎台駅前店

相模原市 南区 くまざわ書店相模大野店
中央区 くまざわ書店相模原店

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 ＢＯＯＫＰＯＲＴ大和店

新潟県 新潟市 北区 ＨＩＲＡＳＥＩ遊ＴＳＵＴＡＹＡ豊栄インター店
東区 宮脇書店新潟東店
中央区 ジュンク堂書店新潟店
秋葉区 ＨＩＲＡＳＥＩ遊新津北上店
⻄区 知遊堂⻲貝店

⻑岡市 くまざわ書店⻑岡店
⼾田書店⻑岡店

三条市 知遊堂三条店
新発田市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊新発田豊町店
小千谷市 宮脇書店小千谷店
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都道府県 市区町村 書店名
新潟県 加茂市 コメリ書房加茂店

十日町市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊十日町店
⾒附市 ＨＩＲＡＳＥＩ遊⾒附国道店
燕市 コメリ書房分⽔店
上越市 知遊堂上越国府店

富⼭県 富⼭市 紀伊國屋書店富⼭店
ＴＳＵＴＡＹＡＢＯＯＫＳＴＯＲＥ藤の木店
文苑堂書店富⼭豊田店
文苑堂書店本郷店

高岡市 喜久屋書店高岡店
魚津市 文苑堂書店魚津サンプラザ店
氷⾒市 明文堂書店氷⾒店
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 ⾦沢ビーンズ明文堂書店

小松市 明文堂書店ＴＳＵＴＡＹＡＫＯＭＡＴＳＵ
加賀市 平和書店アル・プラザ加賀店
能美市 ブックメイトとくひさ
野々市市 明文堂書店⾦沢野々市店

福井県 福井市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ新二の宮店
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳＷＡＳＳＥ店

敦賀市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ敦賀店
小浜市 三洋堂書店小浜店
大野市 カドヤ書店Ｖｉｏ店
越前市 ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ武生店
坂井市 平和書店アル・プラザアミ店

⼭梨県 甲府市 ジュンク堂書店岡島甲府店
朗月堂書店

都留市 ブックスＫＡＴＯ都留店
甲州市 天真堂書店塩⼭店

⻑野県 上田市 くまざわ書店上田店
岡谷市 笠原書店
富⼠⾒町 今井書店ふじみ店

岐阜県 岐阜市 丸善岐阜店
宮脇書店柳津店
カルコス本店

大垣市 ＡＣＡＤＥＭＩＡ大垣店
喜久屋書店大垣店

高⼭市 ブックスアイオー
関市 三洋堂書店せき東店
美濃加茂市 三洋堂書店みのかも店
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都道府県 市区町村 書店名
岐阜県 各務原市 三洋堂書店各務原店

カルコス各務原店
可児市 三洋堂書店下恵土店
瑞穂市 カルコス穂積店

静岡県 静岡市 葵区 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店新静岡店
駿河区 吉⾒書店⻑田店

富⼠市 あおい書店富⼠店
下田市 ムラカミ書店アネックス店

愛知県 名古屋市 千種区 らくだ書店本店
⻄区 紀伊國屋書店ｍｏｚｏワンダ―シティ店
中村区 三省堂書店名古屋本店
中区 丸善名古屋本店
瑞穂区 三洋堂書店新開橋店
中川区 三洋堂書店中野橋店
守⼭区 鎌倉文庫アクロス小幡店
緑区 くまざわ書店鳴海店

未来屋書店大高店
半田市 三洋堂書店乙川店

あおい書店半田店
春日井市 三洋堂書店鳥居松店
豊川市 あおい書店豊川店
碧南市 三洋堂書店碧南店
豊田市 三洋堂書店本新店
安城市 くまざわ書店三河安城店
⻄尾市 三洋堂書店⻄尾店

あおい書店⻄尾店
東海市 くまざわ書店荒尾店
尾張旭市 三洋堂書店城⼭店
岩倉市 くまざわ書店岩倉店
日進市 紀伊國屋書店プライムツリー赤池店
扶桑町 カルコス扶桑店

三重県 桑名市 三洋堂書店桑名店
鈴⿅市 コメリ書房鈴⿅店
名張市 三洋堂書店名張店
伊賀市 コメリ書房上野店

滋賀県 大津市 大垣書店フォレオ大津⼀⾥⼭店
彦根市 ハイパーブックス彦根店
⻑浜市 サンミュージック⻑浜店

ハイパーブックス⻑浜店
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
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都道府県 市区町村 書店名
滋賀県 草津市 喜久屋書店草津店

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

甲賀市 ハイパ－ブックス⽔口店
東近江市 ＨＹＰＥＲ　ＢＯＯＫＳ×ＤＥＬＩＧＨＴ 八日市店

平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ能登川店
京都府 京都市 北区 大垣書店ビブレ店

左京区 アバンティブックセンター洛北店
中京区 大垣書店烏丸三条店

大垣書店二条駅店
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

伏⾒区 アミ－ゴ書店六地蔵店
くまざわ書店桃⼭店

舞鶴市 宮脇書店舞鶴店
宇治市 平和書店アル・プラザ宇治東店
⻲岡市 宮脇書店⻲岡店
木津川市 ＰＬＡＮＴ木津川店
精華町 ＡＣＡＤＥＭＩＡけいはんな店
与謝野町 まるぜん書店野田川店

大阪府 大阪市 天王寺区 紀伊國屋書店天王寺ミオ店
ジュンク堂書店上本町店

浪速区 ジュンク堂書店難波店
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

鶴⾒区 正和堂書店
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 堺区 大垣書店イオンモール堺鉄砲町店
⻄区 紀伊國屋書店アリオ鳳店

くまざわ書店津久野店
吹田市 キタモト書店２号店
高槻市 大垣書店高槻店
八尾市 丸善八尾アリオ店
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都道府県 市区町村 書店名
大阪府 富田林市 喜久屋書店富田林店

東大阪市 ブックフォーラム喜久屋書店新石切店
兵庫県 神⼾市 ⻑田区 喜久屋書店東急プラザ新⻑田店

中央区 大垣書店神⼾ハーバーランドｕｍｉｅ店
ジュンク堂書店三宮駅前店

⻄区 アミーゴ書店⻄神南店
⻄宮市 くまざわ書店コロワ甲子園店

ブックファースト阪急⻄宮ガーデンズ店
洲本市 宮脇書店洲本店
伊丹市 明屋書店ブックスユートピア野間店
三木市 アバンティブックセンター三木志染店
川⻄市 紀伊國屋書店川⻄店
三田市 アバンティブックセンター三田駅前店

奈良県 奈良市 三洋堂書店大安寺店
啓林堂書店奈良店

大和郡⼭市 喜久屋書店大和郡⼭店
橿原市 喜久屋書店橿原店
生駒市 旭屋書店イオンモール奈良登美ヶ丘店

和歌⼭県 和歌⼭市 くまざわ書店和歌⼭ＭＩＯ店
宮脇書店ロイネット和歌⼭店

鳥取県 鳥取市 今井書店湖⼭メディア館
今井書店吉成コミック店
ブックセンターコスモ吉方店

⽶子市 今井書店錦町店
倉吉市 今井書店パープルタウン店

島根県 松江市 今井書店グループセンター店
浜田市 ブックセンタージャスト浜田店
出雲市 ブックセンターコスモ出雲店
大田市 ブックセンタージャスト大田店

岡⼭県 岡⼭市 中区 宮脇書店岡⼭本店
東区 宮脇書店ゆめタウン平島店

倉敷市 喜久屋書店倉敷店
宮脇書店アリオ倉敷店
宮脇書店倉敷マスカット店

笠岡市 宮脇書店笠岡店
総社市 宮脇書店総社店
瀬⼾内市 宮脇書店邑久店

広島県 広島市 南区 ジュンク堂書店広島駅前店
三原市 廣文館三原宮浦店
三次市 廣文館新フレスタ三次店

⼭口県 下関市 明屋書店ＭＥＧＡ新下関店
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都道府県 市区町村 書店名
⼭口県 ⼭口市 明屋書店小郡店

明屋書店ＭＥＧＡ大内店
光市 明屋書店光店
周南市 宮脇書店徳⼭店
⼭陽小野田市 明屋書店厚狭店

徳島県 徳島市 附家書店国府店
平惣徳島店

松茂町 附家書店松茂店
香川県 高松市 くまざわ書店高松店

宮脇書店南本店
さぬき市 宮脇書店寒川店

愛媛県 松⼭市 明屋書店ＭＥＧＡ平田店
今治市 宮脇書店今治本店

明屋書店喜田村店
宇和島市 明屋書店宇和島明倫店
新居浜市 明屋書店ＭＥＧＡ⻄の土居店
⻄条市 丸三書店東予店
大洲市 明屋書店大洲店

高知県 高知市 宮脇書店フジグラン高知店
香南市 宮脇書店フジグラン野市店
中土佐町 宮脇書店新中土佐店

福岡県 北九州市 小倉北区 喜久屋書店小倉店
福岡市 博多区 紀伊國屋書店福岡本店

丸善博多店
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
田川市 ＢＯＯＫＷｏｒＭ川宮店
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

⻑崎県 佐々町 メディア館佐々店
熊本県 熊本市 ⻄区 メトロ書店熊本本店

八代市 ⾦龍堂八代ファ－スト文庫店
菊陽町 紀伊國屋書店熊本光の森店

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
ジュンク堂書店大分店
明屋書店高城店
明屋書店フリーモールわさだ店

竹田市 桜瀬書店
宮崎県 宮崎市 未来屋書店宮崎店
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都道府県 市区町村 書店名
宮崎県 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

丸善天文館店
薩摩川内市 明屋書店川内店

沖縄県 那覇市 くまざわ書店那覇店
ジュンク堂書店那覇店

宜野湾市 宮脇書店大⼭店
沖縄市 宮脇書店中の町店
うるま市 宮脇書店石川シティ店
八重瀬町 球陽堂書房サンエー八重瀬店
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