フェア参加書店
三洋堂書店（一部実施していない店舗がある場合がございます）
ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣 徳島店
ＢＯＯＫＣＯＭＰＡＳＳ エキュート上野店
BookDepot書楽
ＢＯＯＫＳなかだ 本店 コミックラボ
Ｂｏｏｋプラザ文華堂
COMIC ZIN 秋葉原店
ＣＲＯＳＳＢＯＯＫＳＥＱＵｉＡ北千住中央
HYPERBOOKS かがやき通り店
ＭＡＲＵＺＥＮ 多摩センター店
MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店
ＮＥＴ２１伊吉書院類家店
ＮＥＴ２１井上昭島店
ＮＥＴ２１清風堂書店 梅田店
SHIBUYATSUTAYA
ＴＳＵＴＡＹＡ 佐倉店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ＢＬ真岡店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ いわき鹿島店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 下野店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ つくば店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 名古屋大須店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ひたちなか店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ ひたち野うしく店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 本庄店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 旭店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 伊勢崎店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 奥州水沢店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 下館店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 鎌ケ谷店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 館林店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 古河店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 高崎店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 鹿島店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 守谷店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 小山店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 新常陸大宮店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 新石岡店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 新足利店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 新那珂店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 水戸笠原店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 成東店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 千代田店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 千葉ニュータウン店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 大田原店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 東金店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 入間店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 八街店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 富里店
ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ 茂原店
あおい書店 西尾店
あおい書店 豊川店
アマノ 有玉店
イレブン 加古川店
うかいや書店 福崎店
エムズエクスポ盛岡店
オリオン書房 イオンモールむさし村山店
オリオン書房 ノルテ店
カルコス 扶桑店
紀伊國屋書店新宿本店
キャップ書店 王寺店
くまざわ書店八王子店コミックランド・ビーワン
くまざわ書店 横須賀店
ゲオ 富里店
ゲオ 網走店

コミックランド ヒバリヤ
コメリ書房 上野店
ジュンク堂書店 池袋本店
ジュンク堂書店福岡店
ジュンク堂書店 吉祥寺店
ジュンク堂書店 三宮店
ジュンク堂書店 盛岡店
ジュンク堂書店 西宮店
ジュンク堂書店 大阪本店
ジュンク堂書店 天満橋店
ジュンク堂書店 那覇店
ジュンク堂書店 難波店
ジュンク堂書店 姫路店
書泉グランデ
書泉ブックタワー
スーパーブックス 八橋店
蔦谷書店上越インター店
ときわ書房本店
ときわ書房 本八幡スクエア店＋ＧＥＯ
戸田書店 長岡店
戸田書店 三川店
パルネット 小野店
パルネット 松原駅前店
ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ さくら店
ふたば書房 山科駅前店
フタバ図書 アルティアルパーク北棟店
フタバ図書 ツタヤ ＴＥＲＡイオン福岡店
ブックＴＯＷＮ 角田店
ブックエキスプレス ペリエ西船橋店
ブックスアメリカン 北上店
ブックスなにわ 多賀城店
ブックセンターコスモ 出雲店
ブックセンターコスモ 吉方店
ブックファースト ルミネ川越店
ブックファースト ルミネ北千住店
ブックファースト 曽根店
ブックファースト 中野店
ブックファースト新宿店
ブックポート２０３ 大和店
ブックマート諫早
文教堂溝ノ口本店
マルサン書店 駅北店
宮脇書店 総社店
宮脇書店総本店
ヤマト屋書店 あけぼの店
ヤマト屋書店 中里店
有隣堂厚木店
有隣堂横浜駅西口コミック王国
喜久屋書店
わんだーらんど なんば店
旭川冨貴堂 末広店
伊勢原書店 秦野店
岡書 西帯店
丸善 アピタ知立店
丸善 津田沼店
丸善 博多店
岩瀬書店 八木田店プラスゲオ
岩瀬書店 富久山店プラスゲオ
喜久屋書店 仙台店
紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店
宮脇書店 宇部店
宮脇書店 亀岡店
宮脇書店 行田持田店
宮脇書店 春江店
宮脇書店 新磐田浅羽店

宮脇書店 朝霞店
宮脇書店 舞鶴店
宮脇書店 北本店
宮脇書店 和歌山店
啓文社 岡山本店
啓文堂書店 多摩センター店
啓文堂書店 府中本店
戸田書店 藤岡店
幸太郎本舗 ＴＳＵＴＡＹＡ宇部店
今井書店 湖山メディア館
今井書店グループセンター店
三省堂書店 海老名店
三省堂書店 池袋本店
書泉芳林堂書店 高田馬場店
真光書店 本店
精文館書店
精文館書店 本店コミック館
大垣書店 京都ヨドバシ店
大垣書店 高槻店
谷島屋 ららぽーと磐田店
谷島屋 浜松本店
谷島屋 流通通り店
竹島書店 江古田南口店
天真堂書店 国母店
博文堂書店 君津店
博文堂書店 田無店
八重洲ブックセンター アリオ葛西店
文教堂 ＪＯＹ松本店
平安堂 あづみ野店
平安堂 更埴店
平安堂 佐久インターウェーブ店
平安堂 諏訪店
平安堂 川中島店
平安堂 飯田店
本と文具ツモリ 西部店
未来屋書店 りんくう泉南店
未来屋書店 西代店
未来屋書店 大日店
明屋書店 ＭＥＧＡ新下関店
明屋書店 ＭＥＧＡ西の土居店
明屋書店 中野ブロードウェイ店
明屋書店 浜松渡瀬店
明文堂書店 高岡射水店
明文堂書店 黒部店
明林堂書店 エーブック飯塚店
有隣堂 ヨドバシＡＫＩＢＡ店
有隣堂 藤沢店
アニメイト 各店
ゲーマーズ 各店
メロンブックス 各店
とらのあな 各店

