
書店名 都道府県 市区町村

コーチャンフォー 旭川店 北海道 旭川市

コーチャンフォー 北見店 北海道 北見市

コーチャンフォー 美しが丘店 北海道 札幌市

コーチャンフォー 新川通り店 北海道 札幌市

コーチャンフォー ミュンヘン大橋店 北海道 札幌市

とらのあな 札幌店 北海道 札幌市中央区

TSUTAYA 苫小牧バイパス店 北海道 苫小牧市

TSUTAYA 十和田店 青森県 十和田市

TSUTAYA 八戸ニュータウン店 青森県 八戸市

WonderGOO 奥州水沢店 岩手県 奥州市

ブックスなにわ 多賀城店 宮城県 多賀城市

TSUTAYA 富谷大清水店 宮城県 富谷市

ブックスモア 鷹巣店 秋田県 北秋田市

ブックスモア 湯沢店 秋田県 湯沢市

WonderGOO いわき鹿島店 福島県 いわき市

ブックエース 植田店 福島県 いわき市

ブックエース 小名浜店 福島県 いわき市

ブックエース 上荒川店 福島県 いわき市

みどり書房 桑野店 福島県 郡山市

岩瀬書店 鎌田店 福島県 福島市

ブックエース ピアシティ石岡店 茨城県 石岡市

WonderGOO ひたち野うしく店 茨城県 牛久市

WonderGOO 鹿島店 茨城県 神栖市

WonderGOO 古河店 茨城県 古河市

ブックエース 総和店 茨城県 古河市

ブックエース 下妻店 茨城県 下妻市

WonderGOO 下館店 茨城県 筑西市

ブックエース 下館店 茨城県 筑西市

WonderGOO つくば店 茨城県 つくば市

ブックエース 新取手店 茨城県 取手市

ブックエース 東海店 茨城県 那珂郡

ブックエース 坂東店 茨城県 坂東市

ブックエース 日立鮎川店 茨城県 日立市

WonderGOO ひたちなか店 茨城県 ひたちなか市

ブックエース 東石川店 茨城県 ひたちなか市

WonderGOO 水戸笠原店 茨城県 水戸市

ブックエース 茨大前店 茨城県 水戸市

WonderGOO 守谷店 茨城県 守谷市

ブックエース 結城店 茨城県 結城市

WonderGOO 足利店 栃木県 足利市

ヴァルキリーコミックス・ヤングアンリアルコミックス
「読書の秋!!百合の秋!?転生の秋!?秋のコミック祭り」　参加店一覧



書店名 都道府県 市区町村

WonderGOO 大田原店 栃木県 大田原市

TSUTAYA 小山ロブレ店 栃木県 小山市

WonderGOO 真岡店 栃木県 真岡市

TSUTAYA 渋川店 群馬県 渋川市

WonderGOO 高崎店 群馬県 高崎市

TSUTAYA 箱田店 群馬県 前橋市

TSUTAYA 安中店 群馬県 安中市

WonderGOO 入間店 埼玉県 入間市

ブックエース 春日部16号線店 埼玉県 春日部市

とらのあな 大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区

メロンブックス 大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区

WonderGOO 旭店 千葉県 旭市

WonderGOO 千葉NT店 千葉県 印西市

TSUTAYA 柏駅前店 千葉県 柏市

博文堂書店 君津店 千葉県 君津市

アニメイト 千葉店 千葉県 千葉市中央区

とらのあな 千葉店 千葉県 千葉市中央区

WonderGOO 富里店 千葉県 富里市

アニメイト 津田沼店 千葉県 習志野市

ブックエース 成田赤坂店 千葉県 成田市

WonderGOO 茂原店 千葉県 茂原市

WonderGOO 八街店 千葉県 八街市

コーチャンフォー 若葉台店 東京都 稲城市

アニメイト 蒲田店 東京都 大田区

アニメイト 渋谷店 東京都 渋谷区

アニメイト 新宿ハルク店 東京都 新宿区

とらのあな 新宿A店 東京都 新宿区

アニメイト 立川店 東京都 立川市

AKIHABARAゲーマーズ本店 東京都 千代田区

COMIC ZIN 秋葉原店 東京都 千代田区

とらのあな 秋葉原A店 東京都 千代田区

とらのあな 秋葉原C店 東京都 千代田区

メロンブックス 秋葉原店 東京都 千代田区

アニメイト 池袋本店 東京都 豊島区

とらのあな 池袋店 東京都 豊島区

メロンブックス 池袋店 東京都 豊島区

アニメイト 八王子店 東京都 八王子市

アニメイト 町田店 東京都 町田市

恭文堂書店 学芸大学店 東京都 目黒区

アニメイト 川崎店 神奈川県 川崎市幸区

未来屋書店 秦野店 神奈川県 秦野市

TSUTAYA 鶴ヶ峰駅前店 神奈川県 横浜市旭区



書店名 都道府県 市区町村

メロンブックス 横浜店 神奈川県 横浜市西区

東京書店 松崎店 新潟県 新潟市東区

三洋堂書店 小浜店 福井県 小浜市

平安堂 諏訪店 長野県 諏訪市

三洋堂書店 下恵土店 岐阜県 可児市

三洋堂書店 各務原店 岐阜県 各務原市

三洋堂書店 新関店 岐阜県 関市

三洋堂書店 市橋店 岐阜県 岐阜市

三洋堂書店 長良店 岐阜県 岐阜市

三洋堂書店 高富店 岐阜県 山県市

三洋堂書店 瑞浪中央店 岐阜県 瑞浪市

三洋堂書店 みのかも店 岐阜県 美濃加茂市

柏屋書店 静岡県 静岡市葵区

三洋堂書店 知立店 愛知県 知立市

三洋堂書店 梅坪店 愛知県 豊田市

三洋堂書店 本新店 愛知県 豊田市

ゲーマーズ 名古屋店 愛知県 名古屋市中区

アニメイト 名古屋店 愛知県 名古屋市中村区

とらのあな 名古屋店 愛知県 名古屋市中村区

メロンブックス 名古屋店 愛知県 名古屋市中村区

未来屋書店 名西店 愛知県 名古屋市西区

未来屋書店 大高店 愛知県 名古屋市緑区

未来屋書店 守山店 愛知県 名古屋市守山区

三洋堂書店 江南店 愛知県 江南市

三洋堂書店 こまき店 愛知県 小牧市

三洋堂書店 大田川店 愛知県 東海市

三洋堂書店 かぐ山店 愛知県 日進市

三洋堂書店 当知店 愛知県 名古屋市港区

三洋堂書店 新開橋店 愛知県 名古屋市瑞穂区

三洋堂書店 よもぎ店 愛知県 名古屋市名東区

コメリ書房 松阪店 三重県 松阪市

三洋堂書店 富田店 三重県 四日市市

三洋堂書店 名張店 三重県 名張市

三洋堂書店 豊さと店 滋賀県 犬上郡

アニメイト 天王寺店 大阪府 大阪市阿倍野区

アニメイト 梅田店 大阪府 大阪市北区

とらのあな 梅田店 大阪府 大阪市北区

アニメイト 日本橋店 大阪府 大阪市浪速区

ゲーマーズ なんば店 大阪府 大阪市浪速区

ソフマップ なんばザウルス1店 大阪府 大阪市浪速区

とらのあな なんばA店 大阪府 大阪市浪速区

メロンブックス 大阪店日本橋店 大阪府 大阪市浪速区



書店名 都道府県 市区町村

うかいや書店 石守店 兵庫県 加古川市

ブックセンタージャスト 大田店 島根県 大田市

アニメイト 岡山店 岡山県 岡山市北区

とらのあな 岡山店 岡山県 岡山市北区

アニメイト 広島店 広島県 広島市中区

とらのあな 広島店 広島県 広島市中区

メロンブックス 広島店 広島県 広島市中区

ブックシティ平惣 徳島店 徳島県 徳島市

アニメイト 福岡天神パルコ店 福岡県 福岡市中央区

メロンブックス 福岡店 福岡県 福岡市中央区

メロンブックス 小倉店 福岡県 北九州市小倉北区

ブックセンターめいわ 和田店 鹿児島県 鹿児島市

ジュンク堂書店 那覇店 沖縄県 那覇市

とらのあな 通販 --- ---

メロンブックス 通販部 --- ---


