
ヴァルキリーコミックス「秋の林達永祭り」　開催店一覧

書店名 都道府県 市区町村

とらのあな 札幌店 北海道 札幌市中央区

未来屋書店 桑園店 北海道 札幌市中央区

メロンブックス 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

WonderGOO 苫小牧店 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

成田本店 みなと高台店 青森県 八戸市

メロンブックス 仙台店 宮城県 仙台市青葉区

TSUTAYA 富谷大清水店 宮城県 富谷市

加賀谷書店 茨島店 秋田県 秋田市

ブックスモア 鷹巣店 秋田県 北秋田市

ブックエース 小名浜店 福島県 いわき市

ブックエース 植田店 福島県 いわき市

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 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 LALAガーデンつくば店 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 坂東店 茨城県 坂東市

WonderGOO 常陸大宮店 茨城県 常陸大宮市

WonderGOO 日立田尻店 茨城県 日立市

ブックエース 日立鮎川店 茨城県 日立市

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

川又書店 エクセル店 茨城県 水戸市

ブックエース 結城店 茨城県 結城市

ブックエース 上荒川店 茨城県 いわき市

ブックエース 茨大前店 茨城県 水戸市

メロンブックス 宇都宮店 栃木県 宇都宮市

TSUTAYA 小山ロブレ店 栃木県 小山市

喜久屋書店 太田店 群馬県 大田市

TSUTAYA 渋川店 群馬県 渋川市

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



書店名 都道府県 市区町村

ブックエース 春日部16号線店 埼玉県 春日部市

宮脇書店 行田持田店 埼玉県 行田市

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

内山書店 埼玉県 蕨市

ブックエース 杉戸店 埼玉県 北葛飾郡

TSUTAYA 柏駅前店 千葉県 柏市

WonderGOO 鎌ヶ谷店 千葉県 鎌ヶ谷市

博文堂書店 君津店 千葉県 君津市

TSUTAYA 佐倉店 千葉県 佐倉市

三省堂書店 カルチャーステーション千葉店 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

ブックエース 成田赤坂店 千葉県 成田市

ACDEMIA くまざわ書店 津田沼パルコ店 千葉県 船橋市

ブックエキスプレス ペリエ西船橋店 千葉県 船橋市

WonderGOO 八街店 千葉県 八街市

メロンブックス 蒲田店 東京都 大田区

紀伊國屋書店 新宿本店 東京都 新宿区

とらのあな 新宿A店 東京都 新宿区

メロンブックス 新宿 東京都 新宿区

あおい書店 池尻大橋店 東京都 世田谷区

アニメイト 立川店 東京都 立川市

メロンブックス 立川 東京都 立川市

COMIC ZIN 秋葉原店 東京都 千代田区

書泉ブックタワー 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

メロンブックス 池袋店 東京都 豊島区

とらのあな 池袋店 東京都 豊島区

くまざわ書店 八王子コミックランドビーワン店 東京都 八王子市

くまざわ書店 八王子南口店 東京都 八王子市

啓文堂 北野店 東京都 八王子市

メロンブックス 八王子店 東京都 八王子市

ブックセンター滝山 東京都 東久留米市

あおい書店 春日店 東京都 文京区

くまざわ書店 品川店 東京都 港区

有隣堂 藤沢店 神奈川県 藤沢市

フレンズ書店 横須賀店 神奈川県 横須賀市

TSUTAYA 鶴ヶ峰駅前店 神奈川県 横浜市旭区

メロンブックス 横浜店 神奈川県 横浜市西区



書店名 都道府県 市区町村

有隣堂 横浜駅西口店コミック王国 神奈川県 横浜市西区

メロンブックス 新潟店 新潟県 新潟市中央区

文苑堂書店 新野村店 富山県 高岡市

コミックラボ 富山県 富山市

平安堂 座光寺店 長野県 飯田市

平安堂 若槻店 長野県 長野市

改造社書店 MIDORI松本店 長野県 松本市

宮脇書店 磐田浅羽店 静岡県 袋井市

戸田書店 富士宮店 静岡県 富士宮市

とらのあな 名古屋店 愛知県 名古屋中村区

メロンブックス 名古屋店 愛知県 名古屋中村区

コメリ書房 上野店 三重県 伊賀市

コメリ書房 松阪店 三重県 松阪市

サン書房 京都府 京都市右京区

大垣書店 京都ヨドバシ店 京都府 京都市下京区

メロンブックス 京都店 京都府 京都市中京区

とらのあな 梅田店 大阪府 大阪市北区

丸善&ジュンク堂書店 梅田店 大阪府 大阪市北区

メロンブックス 梅田 大阪府 大阪市北区

ジュンク堂書店 難波店 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 大阪府 大阪市浪速区

わんだーらんど なんば店 大阪府 大阪市浪速区

大垣書店 高槻店 大阪府 高槻市

ブックファースト 曽根店 大阪府 豊中市

ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店 兵庫県 西宮市

アニメイト 姫路店 兵庫県 姫路市

メロンブックス 神戸店 兵庫県 兵庫市中央区

とらのあな 岡山店 岡山県 岡山市北区

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

ジュンク堂書店 広島駅前店 広島県 広島市南区

フタバ図書 GIGA広島駅前店 広島県 広島市南区

啓文社 イオン三原店 広島県 三原市

くまざわ書店 高松店 香川県 高松市

TSUTAYA 南国店 高知県 南国市

福岡金文堂 ゆめタウン行橋店 福岡県 行橋市

メロンブックス 小倉店 福岡県 北九州市小倉区

メロンブックス 福岡店 福岡県 福岡市中央区

丸善 博多店 福岡県 福岡市博多区

蔦屋書店 熊本三年坂店 熊本県 熊本市中央区

ジュンク堂書店 那覇店 沖縄県 那覇市



書店名 都道府県 市区町村

とらのあな 通販部 --- ---


