
初回配本特典「レトロステッカー」取扱店舗
※取り扱い店舗は変更になる場合があります。特典をご希望の方は各書店さんに直接お問い合わせください

北海道 とらのあな　札幌店
北海道 T&T　TSUTAYA室蘭店
北海道 ゲオ伊達インター
北海道 VV札幌エスタ店
岩手 ジュンク堂書店盛岡店
宮城 喜久屋書店仙台店
宮城 丸善仙台アエル店
宮城 とらのあな　仙台店
秋田 ジュンク堂書店秋田店
秋田 ミライア本荘店
栃木 喜久屋書店宇都宮店
群馬 紀伊国屋書店前橋店
群馬 喜久屋書店太田店
埼玉 ジュンク堂書店大宮高島屋店
埼玉 明文堂書店TSUTAYA戸田店
埼玉 ブックデポ書楽
埼玉 紀伊国屋書店川越店
千葉 三省堂カルチャーステーション千葉店
千葉 BOOKEXPRESSディラ西船橋店
千葉 丸善津田沼店
千葉 ジュンク堂書店柏モディ店
千葉 とらのあな　千葉店
東京 書泉ブックタワー
東京 三省堂書店有楽町店
東京 丸善丸の内本店
東京 COMICZIN秋葉原店
東京 有隣堂ヨドバシAKIBA店
東京 三省堂神保町本店
東京 書泉グランデ
東京 丸善お茶の水店
東京 山下書店半蔵門店
東京 タロー書房
東京 ブックエクスプレスエキュート上野店
東京 あおい書店春日店
東京 ブックスページワンIY赤羽店
東京 廣文館イトーヨーカドー曳舟店
東京 あゆみBOOKS瑞江店
東京 ブックファーストレミィ五反田店
東京 くまざわ書店グランデュオ蒲田店
東京 山下書店渋谷南口店
東京 啓文堂渋谷店
東京 MARUZEN＆ジュンク堂書店渋谷店
東京 VV三軒茶屋店
東京 VV下北沢店
東京 文教堂二子玉川店
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東京 ブックファーストルミネ新宿店
東京 ブックファースト新宿店
東京 COMICZIN新宿店
東京 かもめブックス
東京 明屋書店中野ブロードウェイ店
東京 文禄堂高円寺店
東京 今野書店コミック店
東京 ジュンク堂書店池袋本店
東京 三省堂池袋本店
東京 くまざわ書店大泉学園店
東京 ジュンク堂書店大泉学園店
東京 あゆみBooks平和台店
東京 ジュンク堂書店吉祥寺店
東京 啓文堂府中店
東京 VVセレオ国分寺店
東京 オリオン書房ノルテ店
東京 オリオン書房ルミネ立川店
東京 ジュンク堂書店立川高島屋店
東京 コミコミスタジオ町田
東京 VV町田店
東京 VV町田ルミネ店
東京 啓文堂鶴川店
東京 丸善多摩センター店
東京 啓文堂多摩センター店
東京 とらのあな　秋葉原A店
東京 とらのあな　秋葉原C店
東京 とらのあな　池袋A店
東京 とらのあな　新宿A店
神奈川 丸善ラゾーナ川崎店
神奈川 文教堂溝ノ口本店
神奈川 有隣堂横浜西口コミック王国店
神奈川 丸善横浜みなとみらい店
神奈川 有隣堂センター南駅店
神奈川 有隣堂戸塚モディ店
神奈川 ジュンク堂書店藤沢店
神奈川 有隣堂藤沢店
神奈川 とらのあな　横浜店
新潟 ジュンク堂書店新潟店
石川 VV金沢PATIO店
山梨 朗月堂
山梨 ジュンク堂書店岡島甲府店
山梨 VVイオンモール甲府昭和店
長野 文教堂JOY松本店
岐阜 丸善岐阜店
岐阜 TSUTAYA大垣店
静岡 アマノ有玉店
静岡 アマノ書店三方原店
愛知 精文館書店本店コミック館
愛知 TSUTAYA岡崎インター店
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愛知 TSUTAYA　WT岡崎店
愛知 本の王国安城店
愛知 三省堂名古屋高島屋店
愛知 三省堂名古屋本店
愛知 VVビックカメラ名古屋駅西店
愛知 TSUTAYAバロー戸田店
愛知 ジュンク堂書店名古屋栄店
愛知 ジュンク堂書店ロフト名古屋店
愛知 VVイオンナゴヤドーム前店
愛知 VVイオンタウン千種店
愛知 TSUTAYA瀬戸店
愛知 とらのあな　名古屋店
三重 TSUTAYA四日市店
三重 TSUTAYA笹川店
三重 TSUTAYA鈴鹿中央通店
三重 別所書店イオン津店
三重 TSUTAYAミタス伊勢店
滋賀 ジュンク堂書店滋賀草津店
京都 アニメガ京都店
京都 大垣書店京都ヨドバシ店
京都 大垣書店イオンモールKYOTO店
京都 丸善京都本店
京都 喜久屋書店漫画館京都店
京都 ふたば書房ゼスト御池店
京都 大垣書店烏丸三条店
京都 大垣書店二条駅店
京都 大垣書店高野店
京都 大垣書店ブックパル桂南店
京都 大垣書店亀岡店
京都 とらのあな　京都店
大阪 ジュンク堂書店大阪本店
大阪 MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店
大阪 ジュンク堂書店天満橋店
大阪 わんだーらんどなんば店
大阪 ジュンク堂書店難波店
大阪 大垣書店高槻店
大阪 ヒバリヤ書店コミックランドヒバリヤ
大阪 天牛堺書店イオンモール堺鉄砲町店
大阪 とらのあな　なんばA店
大阪 とらのあな　梅田店
兵庫 大垣書店神戸ハーバーランドumie店
兵庫 ジュンク堂書店三宮駅前店
兵庫 ジュンク堂書店西宮店
兵庫 未来屋書店姫路店
兵庫 とらのあな　三宮店
奈良 啓林堂書店奈良店
和歌山 ウェイガーデンパーク和歌山店
和歌山 ウェイ岩出店
岡山 丸善岡山シンフォニービル店
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岡山 啓文社岡山本店
岡山 宮脇書店平島店
岡山 廣文館アリオ倉敷店
岡山 VVイオンモール倉敷店
広島 廣文館福山駅ビル店
広島 啓文社イオン三原店
広島 廣文館三原宮浦店
広島 コミコミスタジオ広島
広島 廣文館金座街本店
広島 廣文館新幹線店
広島 廣文館広島駅ビル店
広島 フタバ図書アルティアルパーク北棟店書店部門
広島 廣文館呉駅ビル店
広島 啓文社ゆめタウン呉店
広島 廣文館イオン高屋SC店
福岡 白石書店本店
福岡 ジュンク堂書店福岡店
福岡 丸善博多店
大分 晃星堂書店
大分 VVわさだタウン店
鹿児島 ジュンク堂書店鹿児島店
沖縄 ジュンク堂書店那覇店
沖縄 田園書房サンエー貝志川メインシティ店
全国 未来屋書店各店
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TSUTAYA首都圏限定ポストカード「バイク」「サンセット」取扱店舗
※取り扱い店舗は変更になる場合があります。特典をご希望の方は各書店さんに直接お問い合わせください

茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　神栖店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東浦和店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大宮指扇店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　所沢北原店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岩槻店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　みはら店
埼玉県 グリーンブック　秩父店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日部店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　籠原店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　みどりが丘店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　雀宮店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　行田門井店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　入間仏子店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　三芳藤久保店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高麗川店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　八潮店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ヶ島店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高階店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　狭山店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　川越店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　嵐山店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南桜井店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　上尾原市店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＪＲ東所沢駅前店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　坂戸八幡店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南古谷店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　蕨駅西口店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊奈店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　土気店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　六高台店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　夏見台店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　二十世紀が丘店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　千葉寺店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　北習志野駅前店
千葉県 幕張　蔦屋書店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鎌ヶ谷店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　三川屋国道店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　流山店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐倉店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　浦安さくら通り店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　館山店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大網白里店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　柏青葉台店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　富津店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　勝田台店
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千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　七光台店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　千葉ニュータウン店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　成田空港第１ターミナル店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　津田沼店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鴨川店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　片倉町店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　あざみ野店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　港南中央店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　菊名駅東口店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　はまりん横浜駅店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　向ヶ丘遊園店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　横須賀粟田店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＣＯＭＢＯＸ２４６　秦野店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フレスポ小田原シティーモール店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　蛍田店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　相武台店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　村岡店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大井町店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　さがみ野駅前店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　古淵駅前通り店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛甲石田店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　辻堂駅前店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南足柄店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　シァルプラット東神奈川店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　中延駅前店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　大森町駅前店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　浜田山店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　鷺宮店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　幡ヶ谷店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　光が丘店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＩＫＥＢＵＫＵＲＯ　ＡＫビル店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　石神井台店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　練馬春日町店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　府中駅前店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　三鷹新川店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　三鷹北口店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　高倉店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　深大寺店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　東村山店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　昭島店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　武蔵小金井店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　調布駅南口店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　町田木曽店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　羽村店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　福生店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　保谷駅前店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＭＩＮＡＮＯ分倍河原店
山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南アルプスガーデン店
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山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲府荒川店
山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲府バイパス店
山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　昭和通り店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ブック・スクウェア菰野店
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こみらの！限定「ミニ漫画」配布店舗
※取り扱い店舗は変更になる場合があります。特典をご希望の方は各書店さんに直接お問い合わせください

東京 廣文館イトーヨーカドー曳舟店
東京 ブックスタマ武蔵小山店
東京 ブックスタマ東村山店
東京 久美堂本店
東京 ソリッド・アンド・リキッド　コミコミスタジオ町田
東京 ブックスタマ福生店
東京 ブックスタマ千ヶ瀬店
東京 ブックスタマ小作店
埼玉 ブックスタマ所沢店
山梨 朗月堂本店
三重 TSUTAYA　WAY久居店
滋賀 大垣書店フォレオ大津一里山店
大阪 田村書店上新庄店
大阪 大垣書店豊中緑丘店
大阪 田村書店千里中央店
大阪 大垣書店高槻店
大阪 ヒバリヤ書店コミックランドヒバリヤ
大阪 田村書店ららぽーと和泉店
京都 大垣書店京都ヨドバシ店
京都 大垣書店イオンモールＫＹＯＴＯ店
京都 大垣書店イオンモール京都桂川店
京都 大垣書店ビブレ店
京都 大垣書店四条店
京都 大垣書店烏丸三条店
京都 大垣書店二条駅店
京都 大垣書店高野店
京都 大垣書店伏見店
京都 大垣書店京都ファミリー店
京都 大垣書店ブックパル桂南店
京都 大垣書店ブックパル五条店
京都 大垣書店亀岡店
奈良 啓林堂書店奈良店
奈良 WAY書店TSUTAYA奈良押熊店
奈良 啓林堂書店学園前店
和歌山 TSUTAYA　WAYｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰｸ和歌山店
和歌山 TSUTAYA　WAYオークワ本社店
和歌山 TSUTAYA　WAY海南店
和歌山 WAY書店TSUTAYA美浜店
和歌山 TSUTAYA　WAY ｵｰｼﾃｨ前田辺店
和歌山 TSUTAYA　WAY橋本店
和歌山 TSUTAYA　WAY岩出店
兵庫 大垣書店神戸ハーバーランドumie店
兵庫 田村書店武庫之荘北店
兵庫 田村書店川西店
鳥取 今井書店田園町店
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鳥取 今井書店吉成コミック店
鳥取 今井書店湖山メディア館
鳥取 今井書店パープルタウン店
鳥取 倉吉今井書店
鳥取 本の学校メディア館
鳥取 今井書店錦町店
鳥取 今井書店境港店
鳥取 今井書店アプト店
島根 今井書店グループセンター店
島根 今井書店学園通り店
島根 今井書店安来プラーナ店
島根 今井書店AREA
島根 今井書店ゆめタウン出雲店
島根 今井書店出雲店
島根 今井書店ゆめタウン浜田店
岡山 廣文館アリオ倉敷店
広島 廣文館福山駅ビル店
広島 廣文館三原宮浦店
広島 廣文館サングリーン三次店
広島 廣文館フレスタ三次店
広島 廣文館広島空港店
広島 中央書店サンモール店
広島 廣文館金座街本店
広島 廣文館フジグラン広島店
広島 廣文館緑井天満屋店
広島 廣文館サンリブ五日市店
広島 廣文館新幹線店
広島 廣文館広島駅ビル店
広島 アルパークブックガーデン廣文館
広島 廣文館呉駅ビル店
広島 廣文館フジグラン高陽店
広島 廣文館イオン高屋SC店
高知 金高堂本店
高知 金高堂朝倉ブックセンター
高知 金高堂野市店
高知 金高堂土佐山田店
福岡 白石書店本店
福岡 白石書店折尾駅前店
福岡 福岡金文堂本店
福岡 福岡金文堂姪浜店
福岡 福岡金文堂姪浜南店
富山 文苑堂書店藤の木店
富山 文苑堂書店富山豊田店
富山 文苑堂書店福田本店
富山 文苑堂書店清水町店
富山 文苑堂書店小杉店
富山 文苑堂書店本郷店
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