
ニトロワ②発売記念フェア
書店名 都道府県

WonderGOO苫小牧店 北海道
虎の穴　札幌店 北海道
伊吉書院類家店 青森県
WonderGOOGつがる柏店 青森県
WonderGOO十和田店 青森県
WonderGOO奥州水沢店 岩手県
ミライア本荘店 秋田県
スーパーブックス八橋店 秋田県
喜久屋書店漫画館仙台店 宮城県
ブックタウン角田店 宮城県
こまつ書店鈴川店 山形県
WonderGOOいわき鹿島店 福島県
岩瀬書店　八木田店 福島県
岩瀬書店富久山店 福島県
岩瀬書店　鎌田店 福島県
WonderGOO大田原店 栃木県
WonderGOO新足利店 栃木県
WonderGOO鹿沼店 栃木県
WonderGOO小山店 栃木県
WonderGOO下野店 栃木県
WonderGOO真岡店 栃木県
WonderGOO伊勢崎店 群馬県
WonderGOO新富岡店 群馬県
WonderGOO館林店 群馬県
WonderGOO藤岡店 群馬県
WonderGOO高崎店 群馬県
WonderGOO大穂店 茨城県
WonderGOO高萩店 茨城県
WonderGOO千代田店 茨城県
WonderGOO鉾田店 茨城県
WonderGOO新竜ヶ崎店 茨城県
WonderGOO新石岡店 茨城県
WonderGOO新ひたち野うしく店 茨城県
WonderGOO友部店 茨城県
WonderGOOひたちなか店 茨城県
WonderGOO古河店 茨城県
WonderGOO境店 茨城県



WonderGOO東店 茨城県
WonderGOO新江戸崎店 茨城県
WonderGOO石下店 茨城県
WonderGOO那珂湊店 茨城県
WonderGOO新那珂店 茨城県
WonderGOO鹿島店 茨城県
WonderGOO守谷店 茨城県
WonderGOO日立中央店 茨城県
WonderGOO常陸大宮店 茨城県
WonderGOO下館店 茨城県
WonderGOO北茨城店 茨城県
WonderGOOつくば店 茨城県
WonderGOO日立田尻店 茨城県
WonderGOO水戸笠原店 茨城県
WonderGOO八街店 千葉県
WonderGOO成東店 千葉県
WonderGOO東金店 千葉県
WonderGOO鎌ヶ谷店 千葉県
WonderGOO旭店 千葉県
WonderGOO八千代店 千葉県
WonderGOO茂原店 千葉県
WonderGOO千葉NT店 千葉県
WonderGOO富里店 千葉県
三省堂書店カルチャーステーション千 千葉県
ブックエキスプレスディラ西船橋店 千葉県
TSUTAYA夏見台店 千葉県
紀伊國屋書店新宿本店 東京都
紀伊國屋書店豊洲店 東京都
書泉ブックタワー 東京都
書泉グランデ 東京都
芳林堂書店高田馬場店 東京都
文教堂浜松町店 東京都
オリオン書房サザン店 東京都
オリオン書房ノルテ店 東京都
明正堂アトレ上野店 東京都
有隣堂ヨドバシAKIBA店 東京都
くまざわ書店コミックランドビーワン 東京都
くまざわ書店コミックランドビーワン 東京都
クロスブックス北千住中央店 東京都



ブックエキスプレスエキュート赤羽店 東京都
虎の穴　秋葉原A店 東京都
虎の穴　池袋A店 東京都
虎の穴　新宿A店 東京都
メロンブックス　秋葉原店 東京都
メロンブックス　八王子店 東京都
メロンブックス　池袋店 東京都
WonderGOO三郷店 埼玉県
WonderGOO越谷店 埼玉県
WonderGOO加須店 埼玉県
WonderGOO入間店 埼玉県
WonderGOO本庄店 埼玉県
宮脇書店朝霞店 埼玉県
ブック・デポ書楽 埼玉県
宮脇書店行田持田店 埼玉県
メロンブックス　大宮店 埼玉県
丸善ラゾーナ川崎店 神奈川県
三省堂書店海老名店 神奈川県
有隣堂厚木店 神奈川県
有隣堂コミック王国横浜駅西口店 神奈川県
有隣堂戸塚モディ店 神奈川県
文教堂書店溝ノ口本店 神奈川県
伊勢原書店城山店 神奈川県
伊勢原書店秦野店 神奈川県
虎の穴　横浜店 神奈川県
メロンブックス　横浜店 神奈川県
谷島屋流通通り店 静岡県
アマノ有玉店 静岡県
明屋書店高林店 静岡県
明屋書店イケヤ湖西店 静岡県
明屋書店磐田東店 静岡県
谷島屋富士宮店 静岡県
谷島屋　富士宮店 静岡県
谷島屋　新流通店 静岡県
カルコス扶桑店 愛知県
星野書店　近鉄パッセ店 愛知県
虎の穴　名古屋店 愛知県
メロンブックス　名古屋店 愛知県
WonderGOO名古屋大須店 愛知県



あおい書店半田店 愛知県
カルコス穂積店 岐阜県
知遊堂三条店 新潟県
知遊堂上越国府店 新潟県
文苑堂書店　富山豊田店 富山県
文苑堂書店　藤の木店 富山県
文苑堂書店富山豊田店 富山県
文苑堂書店戸出店 富山県
明文堂書店金沢野々市店 石川県
明文堂書店小松沖町店 石川県
ブックセンター名豊刈谷店 愛知県
喜久屋書店草津店 滋賀県
宮脇書店久居インター店 三重県
大垣書店イオンモールKYOTO店 京都府
喜久屋書店漫画館阿倍野店 大阪府
わんだーらんどなんば店 大阪府
リブロ新大阪店 大阪府
ハイパーブックス茨木店 大阪府
TSUTAYA寝屋川駅前店 大阪府
大垣書店　高槻店 大阪府
未来屋書店　りんくう泉南店 大阪府
虎の穴　なんばA店 大阪府
虎の穴　梅田店 大阪府
メロンブックス　大阪日本橋店 大阪府
ツモリ書店西部店 和歌山県
アニメイト姫路店 兵庫県
うかいや太子南店 兵庫県
うかいや福崎店 兵庫県
ブックスタジオ姫路店 兵庫県
エンジョイスペースギルド 兵庫県
虎の穴　三宮店 兵庫県
フタバ図書アルティ福山本店 広島県
フタバ図書GIGA広島駅前店 広島県
啓文社コア神辺店 広島県
啓文社コア福山西店 広島県
虎の穴　広島店 広島県
メロンブックス　広島店 広島県
ブックセンターコスモ津山店 岡山県
喜久屋書店倉敷店 岡山県



宮脇書店新平島店 岡山県
ブックヤードチャプター３店 鳥取県
本の学校今井ブックセンター 鳥取県
ブックセンターコスモ出雲店 島根県
今井書店　グループセンター 島根県
明屋書店光店 山口県
明屋書店厚狭店 山口県
TSUTAYA丸亀郡家店 香川県
宮脇書店南本店 香川県
宮脇書店本店 香川県
附家書店松茂店 徳島県
明屋書店空港通り店 愛媛県
明屋書店高城店 愛媛県
TSUTAYA南国店 高知県
エーブック飯塚店 福岡県
Aブック甘木店 福岡県
フタバ図書TERA福岡店 福岡県
積文館書店　本城店 福岡県
メロンブックス　小倉店 福岡県
TSUTAYAAVクラブ岡富店 宮崎県
蔦屋書店嘉島店 熊本県
蔦屋書店熊本三年坂店 熊本県
明屋書店川内店 鹿児島県
ジュンク堂書店那覇店 沖縄県
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