
HP掲載店舗名 住所

北海道
ブックマーケット函館美原店 北海道函館市美原町3-53-46
ブックマーケット室蘭弥生店 北海道室蘭市東町1-14
ゲーマーズ札幌店 北海道札幌市中央区南2条西1丁目5番丸大ビル5階
コミックとらのあな札幌店 北海道札幌市中央区南2条西1-7-1 2番館ビル1F
パソコンショップMK札幌狸小路店 北海道札幌市中央区南3条西2丁目15 N・ヴィコロビル2F-E
メロンブックス札幌店 北海道札幌市中央区南二条西1-5 丸大ビルB1F
アニメイト札幌 北海道札幌市中央区南二条西1-5 丸大ビル2Ｆ
アニメイト旭川 北海道旭川市2条通7丁目227-1 マルカツデパート4階
アニメイト函館 北海道函館市美原1丁目4番3号 エスポワール石沢 3F

アニメイトイオン釧路 北海道釧路郡釧路町桂木1丁目1-7 イオン釧路 2F

青森県
アニメイト八戸 青森県八戸市十三日町16番地 チーノはちのへ 4F

アニメイト青森 青森県青森市古川1-14-5 フクシスポーツビル4F

アニメイト弘前 青森県弘前市大字駅前町9番地20　ヒロロ　4F

秋田県
アニメイト秋田 秋田県秋田市中通2-8-1　フォンテAKITA　B1F

岩手県
アニメイト盛岡 岩手県盛岡市盛岡駅前通7-12 はちや盛岡駅前ビル2F

山形県
アニメイト山形 山形県山形市香澄町3-2-1 山交ビル2F

宮城県
ブックマーケット佐沼店 宮城県登米市迫町佐沼字中江2-2-10
ブックマーケット古川店 宮城県大崎市古川駅東1-5-10
ブックマーケット利府店 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前32-1
ゲーマーズ仙台店 宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 仙台駅前イービーンズ8F
コミックとらのあな仙台店 宮城県仙台市青葉区中央1-9-1 新東北ビル7F 
ソフマップ仙台駅前店 宮城県仙台市青葉区中央4-1-1 仙台駅前イービーンズ1F

シーガル石巻店 宮城県石巻市蛇田字下谷地53-15

シーガル長町店 宮城県仙台市太白区長町1-4-2-2F
メロンブックス仙台店 宮城県仙台市青葉区中央3-8-5　新仙台駅前ビル2F
アニメイト仙台 宮城県仙台市青葉区中央４丁目１−１ イービーンズ 7階

福島県
アニメイト郡山 福島県郡山市駅前1-16-7 ATi郡山店8F

ブックマーケットいわき平店 福島県いわき市平谷川瀬字泉町10-1
アニメイトイオンいわき 福島県いわき市平字三倉68-1 イオンいわき 3F

アニメイト福島 福島県福島市栄町1-1 エスパル福島4F

茨城県



アニメイト水戸 茨城県水戸市宮町1-2-4 マイムビルB1F

アニメイトイオンモール土浦 茨城県土浦市上高津367番地　イオンモール土浦3F

メロンブックス水戸店 茨城県水戸市宮町1-2-4マイムビルB1F
栃木県

アニメイト宇都宮 栃木県宇都宮市曲師町2-8 宇都宮フェスタ5F

アニメイトロブレ小山 栃木県小山市中央町３丁目７-1 ロブレ4F

駿河屋小山店 栃木県小山市駅南町4-14-22
駿河屋ＭＥＧＡドン・キホーテ ラパーク宇都宮店 栃木県宇都宮市馬場通り2丁目3-12 6F
メロンブックス宇都宮店 栃木県宇都宮市曲師町2-8 宇都宮フェスタB1

群馬県
アニメイト高崎 群馬県高崎市旭町34-5 旭町ビル2F

アニメイト太田 群馬県太田市石原町81番地 イオンモール太田2F

メロンブックス高崎店 群馬県高崎市砂賀町84
埼玉県

アニメイト大宮 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-132 第2髙井ビル1F

アニメイト川越 埼玉県川越市脇田町4-2 川越モディ4F

アニメイト南越谷 埼玉県越谷市南越谷1-15-1　南越谷ラクーン2F

アニメイト所沢 埼玉県所沢市東町5-22 旧イオン所沢店 1F

アニメイト川口 埼玉県川口市栄町3-5-9 アンドウビル1F

アニメイトモラージュ菖蒲 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1　モラージュ菖蒲3F

アニメイトイオンレイクタウン 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1　イオンレイクタウンmori3F

アニメイト熊谷 埼玉県熊谷市筑波3-105

アニメイトららぽーと富士見 埼玉県富士見市山室1-1313　ららぽーと富士見 3F

ゲーマーズ大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-3-6　高井ビル3F
コミックとらのあな大宮店 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-9 湯澤ビル5階
ソフマップ川越店 埼玉県川越市新富町2-11-1 アネックスA館4F・5F
ソフマップ大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-1-1 大宮西武ビル　アルシェ1F
メロンブックス大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-132 第2高井ビル2F・3F

千葉県
アニメイト津田沼 千葉県習志野市谷津1-16-1 モリシアビルレストラン5F

アニメイト千葉 千葉県千葉市中央区富士見２丁目２２−２ 千葉中央駅前ビル B1

アニメイト柏 千葉県柏市柏1-3-1 ドン・キホーテ4F

アニメイト松戸 千葉県松戸市松戸1230-1 ピアザ松戸ビル地下1F

アニメイトイオンモール船橋 千葉県船橋市山手1-1-8 イオンモール船橋2F

アニメイトイオンモール木更津 千葉県木更津市築地1-4　イオンモール木更津2F

アニメイトアリオ柏 千葉県柏市大島田1丁目6-1　セブンパークアリオ柏2F

ゲーマーズ津田沼店 千葉県習志野市谷津1-16-1　モリシアビルレストラン5F
メロンブックス柏店 千葉県柏市柏1-3-1　ドン・キホーテ柏駅前店内4F
メロンブックス千葉店 千葉県千葉市中央区富士見2-16-4三社プラザ　5Ｆ



コミックとらのあな千葉店 千葉県千葉市中央区本千葉町6番9号フェニックスレジデンス千葉中央2F
東京都

アニメイト池袋本店 東京都豊島区東池袋1-20-7

アニメイト町田 東京都町田市原町田4-11-14 コロンブスビル1-2F

アニメイト吉祥寺パルコ 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺PARCO 7F

アニメイト錦糸町 東京都墨田区錦糸2-13-6 S・ハルヤマビル1F

アニメイト八王子 東京都八王子市旭町6-6 PIOSビル3F

アニメイト渋谷 東京都渋谷区宇田川町31-2　渋谷BEAM 3F

アニメイト秋葉原本館 東京都千代田区外神田4-3-2

アニメイト立川 東京都立川市柴崎町2-3-1 ASAMIビル3F、4F

アニメイト蒲田 東京都大田区西蒲田8-4-12 3F

アニメイト聖蹟桜ヶ丘オーパ 東京都多摩市関戸4-72 聖蹟桜ヶ丘OPA3階
アニメイト新宿 東京都新宿区新宿3-17-17

アニメイトイオンモールむさし村山 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3　イオンモールむさし村山３F

ソフマップAKIBA①号店 サブカル・モバイル館 東京都千代田区外神田3-13-12　IMYビル
ゲーマーズ池袋店 東京都豊島区東池袋1-23-9 近代グループBLD.10号館B1F
ゲーマーズ新宿店 東京都渋谷区代々木2-10-1 新宿サンセイビル4F
ゲーマーズ町田店 東京都町田市原町田4-5-8 いちご町田イーストビル2階
AKIHABRAゲーマーズ本店 東京都千代田区外神田1-14-7 宝田ビル
メロンブックス立川店 東京都立川市柴崎町3丁目7番17号Nビル　５F
げっちゅ屋あきば店 東京都千代田区外神田3-14-6 恵光ビル3F
コミックとらのあな秋葉原店A 東京都千代田区外神田4-3-1
コミックとらのあな池袋店A 東京都豊島区東池袋１－１－２ 高村ビル6F
コミックとらのあな新宿店A 東京都新宿区西新宿1-18-1 小川ビル6F
コミックとらのあな町田店 東京都町田市原町田4-11-15 原町田三共ビル2F
コミックとらのあな立川店 東京都立川市錦町1-1-23 4F
ソフマップ立川店 東京都立川市曙町2-12-2 ビックカメラ立川店内
ソフマップ新宿店 東京都新宿区西新宿1-18-5 甲新ビル
ソフマップ池袋アウトレット 東京都豊島区東池袋1-11-7 ビックカメラアウトレット内5F
ソフマップ町田店 東京都町田市原町田6-7-8 ビックカメラ町田店 別館内(Tip's町田)1F・2F
トレーダー2号店 東京都千代田区外神田1-4-9 2F
トレーダー3号店 東京都千代田区外神田4-2-1 4F
トレーダー本店 東京都千代田区外神田3-14-10 トレーダー本店ビル
メロンブックス蒲田店 東京都大田区西蒲田8-4-12　2F
メロンブックス八王子店 東京都八王子市中町1-3 ドン・キホーテ八王子駅前店地下1階
メロンブックス秋葉原1号店 東京都千代田区外神田1-10-5広瀬本社ビルB1　
メロンブックス秋葉原2号店 東京都千代田区外神田1ー9ー8 木村ビル2・3F
メロンブックス池袋店 東京都豊島区南池袋1-23-6　ＫＤＧビルＢ１Ｆ
メロンブックス新宿店 東京都新宿区西新宿１丁目４−５ 西新宿 オークビル 4F



駿河屋　秋葉原本館 東京都千代田区外神田３丁目１１−３
ODAIBAゲーマーズ 東京都東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ シーサイドモール 1F

神奈川県
アニメイト小田原 神奈川県小田原市栄町1-14-48 ジャンボーナックビルB1F

アニメイト新百合丘オーパ 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-1-1 新百合丘OPA 5F

アニメイト藤沢 神奈川県藤沢市南藤沢19-17 ドン・キホーテ藤沢駅南口店5F

アニメイト横浜ビブレ 神奈川県横浜市西区南幸2丁目15−13横浜ビブレ8F

アニメイト厚木 神奈川県厚木市中町2-7-5 wamiles hikari BLD 2

アニメイト川崎 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎2F

アニメイト横須賀 神奈川県横須賀市若松町2-5-3 矢島ビル6F

アニメイトマルイファミリー海老名 神奈川県海老名市中央1-6-1 マルイファミリー海老名 ５F

ゲーマーズ横浜店 神奈川県横浜市西区南幸2-16-20 オーチュー横浜ビル2．3Ｆ
コミックとらのあな横浜店 神奈川県横浜市西区南幸2-8-9 ブライト横浜5F
ソフマップ横浜ビブレ店 神奈川県横浜市西区南幸2-15-13 横浜ビブレ7F
メロンブックス横浜店 神奈川県横浜市西区南幸2-16-20 オーチュー横浜ビル5F～6F

山梨県
アニメイト甲府 山梨県甲府市丸の内1丁目16-20　ココリ2階

新潟県
アニメイト新潟 新潟県新潟市中央区東大通1-8-5 アニメ・コミック館2F

アニメイト長岡 新潟県長岡市城内町2丁目甲749-11 今井ビル3階
コミックとらのあな新潟店 新潟県新潟市中央区東大通１丁目７番７号　IMA IIIビルB1F
メロンブックス新潟店 新潟県新潟市中央区東大通1-8-5 アニメコミック館3F

長野県
アニメイト長野 長野市北石堂町1429-1ショッピングプラザagain 5F

アニメイト松本パルコ 長野県松本市中央1-10-30　松本PARCO　5F

メロンブックス長野店 長野県長野市北石堂町1429-1　ショッピングプラザアゲイン5F
富山県

アニメイト富山 富山県富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビルB1F

石川県
アニメイト金沢 石川県金沢市竪町24番地 BELSEL3F

福井県
アニメイト福井 福井県福井市中央１丁目８−１７ テアトルサンク

岐阜県
アニメイト岐阜 岐阜県岐阜市加納清水町3-8-1 日本泉ビル1F

宝島土岐店 岐阜県土岐市泉大沼町4-18
駿河屋 大垣店 岐阜県大垣市外淵2-137

静岡県
アニメイト静岡パルコ 静岡県静岡市葵区紺屋町６丁目７静岡パルコ6F

アニメイト沼津 静岡県沼津市大手町5-9-21 マルトモビル1F



アニメイト浜松 静岡県浜松市中区砂山町６−１ 浜松駅ビルメイワン 4階
アニメイトイオン浜松市野 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3 イオンモール浜松市野 2F

アニメイトイオンモール富士宮 静岡県富士宮市浅間町1-8　イオンモール富士宮2F

ブックマーケット・エーツー袖師店 静岡県静岡市清水区袖師町1137-1
駿河屋 藤枝店 静岡県藤枝市緑町1-6-5
駿河屋　馬渕店 静岡県静岡市駿河区馬渕2-3-5
ブックマーケット・エーツー南瀬名店 静岡県静岡市葵区南瀬名町 2-5
コミックとらのあな静岡店 静岡県静岡市葵区紺屋町1-6 3F
メロンブックス静岡店 静岡県静岡市葵区紺屋町8-6 ﾐﾏﾂ駅前ﾋﾞﾙ5F
ゲーマーズ沼津店 静岡県沼津市添地町72青秀ビル1階

愛知県
アニメイト名古屋 愛知県名古屋市中村区椿町18-4 椿太閤ビル
アニメイト豊橋 愛知県豊橋市花田町西宿 カルミア B1F

アニメイト東岡崎 愛知県岡崎市明大寺本町4-14　太田ビル2F

アニメイト金山 愛知県名古屋市中区金山4-6-27　金山共同ビル2階
アニメイト豊田 愛知県豊田市若宮町2-70 若宮ビル1F

アニメイト大高 愛知県名古屋市緑区南大高2丁目450 イオンモール大高3階
アニメイト名古屋パルコ 愛知県名古屋市中区栄3丁目29−1　名古屋パルコ東館4階
お宝創庫豊田店 愛知県豊田市下市場町4-17-1
お宝創庫安城店 愛知県安城市南町16-9
ゲーマーズ名古屋店 愛知県名古屋市中区大須3-30-40 万松寺ビル1F
コミックとらのあな名古屋店 愛知県名古屋市中村区椿町22‐2
ソフマップ名古屋駅西店 愛知県名古屋市中村区椿町6-9 ビックカメラ 名古屋駅西店店内
中京マイコン赤門店 愛知県名古屋市中区大須3-13-25
ふぁみ～ず中川店 愛知県名古屋市中川区中島新町3-1109
ファミーズ富木島店 愛知県東海市富木島町伏見4-6-7
お宝創庫堀田店 愛知県名古屋市瑞穂区新開町5-16
メロンブックス豊橋店 愛知県豊橋市広小路1丁目18番地 ウェルプラザユメックス3F
メロンブックス名古屋2号店 愛知県名古屋市中村区椿町21-2 第2太閤ビル7F
宝島一宮店 愛知県一宮市大和町馬引古宮32-１
宝島長久手店 愛知県長久手市香桶１０１
宝島味美店 愛知県春日井市味美西本町字西海道2318

三重県
アニメイト四日市 三重県四日市市安島1-2-18　三誠ビル4F

アニメイトイオンモール桑名 三重県桑名市新西方1-22 イオンモール桑名SC1番街 3F

京都府
アニメイト京都 京都府京都市中京区新京極蛸薬師下ル東側町５２５−１ パッサージオ（吉本ビル）2F

アニメイトアバンティ京都 京都府京都市南区東九条西山王町31番地 京都アバンティ6F

コミックとらのあな京都店 京都府京都市中京区永楽町228　京都永楽町プライムビル１F・2F 



ソフマップイオンモールKYOTO店 京都府京都市南区西九条鳥居口町1番 イオンモールKYOTO Sakura館 4F
メロンブックス京都店 京都府京都市中京区寺町通蛸薬師下ル円福寺前町279 COAST21ビル4F・5F

大阪府
アニメイト天王寺 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-4-7 Gビル阿倍野01 3F

アニメイト高槻 大阪府高槻市城北町2-3-3 城北フジビル3F

アニメイト布施 大阪府東大阪市足代3-1-6 コミックランドヒバリヤ2F

アニメイト京橋 大阪府大阪市都島区東野田町1-6-16 ワタヤ・コスモスビル2F

アニメイト大阪日本橋 大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目1-3　アニメイトビル1階・2階
アニメイト枚方 大阪府枚方市岡本町7-1　ビオルネ5F

アニメイト梅田 大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービルB1

ゲーマーズ梅田店 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-B100 大阪駅前第3ビルB1F
ゲーマーズなんば店 大阪府大阪市浪速区日本橋3-8-16
コミックとらのあな梅田店 大阪府大阪市北区曽根崎2-10-15 曽根崎センタービル3F
コミックとらのあななんば店A 大阪府大阪市浪速区日本橋 3-8-16 安田ビル2F～3F
ソフマップなんば店 大阪府大阪市浪速区日本橋3-6-18
メロンブックス大阪日本橋2号店 大阪府大阪市浪速区難波中2-3-20 エスペランスビル１F
メロンブックス梅田店 大阪府大阪市北区堂山町15番17号 梅田SHOPTOWN ACTⅢ 205号
駿河屋　日本橋本館 大阪府大阪市浪速区日本橋４丁目１１−３

兵庫県
アニメイト三宮 兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1-309　センタープラザビル3F

アニメイト姫路 兵庫県姫路市東駅前町54 ハリマセンタービル1F/2F

アニメイト川西 兵庫県川西市栄町14-18 辻輪ビル1F

アニメイトイオン明石 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通3-3-1 イオン明石ショッピングセンター3番街（3F）
ゲーマーズ神戸三宮店 兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1 センタープラザ西館3F
コミックとらのあな三宮店 兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1 センタープラザ西館3F 
ソフマップ神戸ハーバーランド店 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-2 umie NORTH MALL内 6F
アリスネット 兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1 センタープラザ西館227 
メロンブックス神戸店 兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1 センタープラザ東館 地下1階 049-1号室

奈良県
アニメイト奈良 奈良県奈良市角振町26番地 いせやビル3F

滋賀県
アニメイトアル・プラザ草津 滋賀県草津市西渋川1-23-30 アル・プラザ草津2F

和歌山県
アニメイト和歌山 和歌山県和歌山市美園町5-61 和歌山MIO 4F

鳥取県
アニメイトイオン米子 鳥取県米子市末広町311番地 イオン米子駅前店2F

島根県
アニメイトイオン松江 島根県松江市東朝日町151　イオン松江ショッピングセンター1F

岡山県



アニメイト岡山 岡山県岡山市北区本町6-30　第一セントラルビル2号館 4Ｆ
ソフマップ岡山駅前店 岡山県岡山市北区駅前町1-1-1 ビックカメラ 岡山駅前店内
コミックとらのあな岡山店 岡山県岡山市北区幸町7-20 アクタスビル2F
ブックメイト老松店 岡山県倉敷市老松町5-1-13
ブックメイト大安寺店 岡山県岡山市北区大安寺南町1-1-5
ブックメイト藤田店 岡山県岡山市南区藤田2010-2
ブックメイト津山インター店 岡山県津山市河辺1158-9
ブックメイト撫川店 岡山県岡山市撫川1493-3
ブックメイト東岡山店 岡山県岡山市中区下421-12
ブックメイト福江店 岡山県倉敷市福江655-2
ブックメイト円山店 岡山県岡山市中区円山145

山口県
アニメイトイオン防府 山口県防府市中央町1-3 イオン防府店3F

広島県
コミックとらのあな広島店 広島県広島市中区紙屋町1-1-1 東和ビル3・4F
ブックメイト川口店 広島県福山市東川口町5-16-19
ブックメイト神辺店 広島県福山市神辺町新徳田237-1
ブックメイト蔵王店 広島県福山市南蔵王町2-22-10
メロンブックス広島店 広島県広島市中区大手町2-3-1 アニメイトビル3F
アニメイト広島 広島県広島市中区大手町2-3-1　アニメイトビル 2F

アニメイト福山 広島県福山市東桜町1番1号 ines FUKUYAMA 地下1階
アニメイトフジグラン東広島 広島県東広島市西条町御薗宇4405 フジグラン東広島 別棟

徳島県
アニメイト徳島 徳島市東新町1丁目5-3 ユーフォーテーブルシネマ地下1階
南海ブックス2号店 徳島県徳島市寺島本町西1-61-4ポッポ街商店街セントラルビル2Ｆ

香川県
アニメイト高松 香川県高松市南新町6-4 池田屋ビル2F

ブックメイト郡家店 香川県丸亀市郡家町1864-1
ブックメイト香西店 香川県高松市郷東町518-2

愛媛県
アニメイト松山 愛媛県松山市湊町4-10-8 BE-FLAT4F

メロンブックス松山店 愛媛県松山市湊町4-10-4 共栄興産湊町ビル2Ｆ
高知県

アニメイト高知 高知県高知市本町3-1-2 アイランドワンビル2F

福岡県
アニメイト福岡天神ビブレ 福岡県福岡市中央区天神1-11-1　天神ビブレ6F

アニメイト小倉 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-5　あるあるCity 3F

アニメイトイオンモール筑紫野 福岡県筑紫野市立明寺434番地1 イオンモール筑紫野 3F

ソフマップ天神１号館 福岡県福岡市中央区今泉1-25-1 ビックカメラ天神1号館Bブロック内2F



ゲーマーズ小倉店 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-5 あるあるCity 3F
ゲーマーズ博多店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1博多バスターミナル 7F ナムコ博多バスターミナル店内
コミックとらのあな福岡店 福岡県福岡市中央区天神3-2-22 河村天神荘ビル3F
メロンブックス小倉店 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-5 あるあるCity 3F
メロンブックス福岡天神店 福岡県福岡市中央区天神1丁目9-1 ベスト電器福岡本店9階

佐賀県
アニメイトモラージュ佐賀 佐賀県佐賀市巨勢町牛島730　モラージュ佐賀 南館2F

長崎県
アニメイト長崎 長崎県長崎市浜町1番10号 有川ビル3F

アニメイト佐世保 長崎県佐世保市本島町4-26 させぼライナービル 3F

熊本県
アニメイト熊本 熊本県熊本市中央区手取本町4-12 ファインビル3F

メロンブックス熊本店 熊本県熊本市中央区手取本町4-12　ファインビル4F
大分県

アニメイト大分 大分県大分市末広町1丁目1-30 青松ビル1F

宮崎県
アニメイト宮崎 宮崎県宮崎市橘通東3-1-11 アゲインビル2F

鹿児島県
アニメイト鹿児島 鹿児島県鹿児島市東千石町13-3　VISION BILD 3F

沖縄県
アニメイト那覇国際通り店 沖縄県那覇市牧志1-2-1　花ビル 4F

通販
アニメイトオンライン https://www.animate-onlineshop.jp/
Getchu.com http://www.getchu.com/top.html?gc=gc
Sofmap.com http://a.sofmap.com/
プロップ通販 http://www.prop.gr.jp/main.asp
ゲーマーズオンラインショップ http://www.gamers-onlineshop.jp/
よろずやショップびっく宝島 http://takarajima.qrestnet.co.jp/
ファミーズ.COM http://www.fammys.com/
シーガル通販 http://www.seagull-jp.com/onlineshop.htm
とらのあな通販 http://www.toranoana.jp/mailorder/
トレーダー通販 http://www.messe.gr.jp/pcgame/
パソコンショップMK http://www.office-mk.co.jp/pcshop/
FANZA http://www.dmm.co.jp/mono/pcgame/
パソコンショップアリス(通販) http://www.alice-kobe.com/
メロンブックス通販部 http://www.melonbooks.co.jp/
あみあみ http://www.amiami.jp/
ネットショップ駿河屋 http://www.suruga-ya.jp/
Amazon http://www.amazon.co.jp/
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古川電気 https://www.furukawadenki.net/
ブックメイト https://bookmate-net.com/ec
南海ブックス2号店 http://nankaibooks2.shop5.makeshop.jp/index.html
中京マイコン　通販 http://www.chukyo-my.com/index2.php
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