
都道府県 書店名

文教堂　札幌大通駅店

紀伊國屋書店　札幌本店

岡書　西帯店

宮脇書店　帯広店

岡本書店　恵庭店

スーパーブックス桔梗店

青森県 ＮＥＴ２１伊吉書院西店

ＮＥＴ２１伊吉書院　盛岡南サンサ店

ドリーム　盛岡上堂店

ブックポートねぎし　猪川店

ブックポートねぎし　本店

ブックスアメリカン　北上店

喜久屋書店　仙台店

メディアラインみやぎ生協塩釜杉の入店

スーパーブックス　八橋店

ミライア　本荘店

こまつ書店　東根店

ファミリーマート　ハラトク書店米沢店

こまつ書店　堀川町店

戸田書店　三川店

ヤマニ書房　ラトブ店

BAイオン小名浜

スーパーブックス新白河店

川又書店プラムストリート店

川又書店県庁店

川又書店エクセル店

ＳＢオークスブックセンター阿見店

三洋堂書店 石岡店

サンライズ　御幸ケ原店

ＮＥＴ２１小山進駸堂ＩＹ店

喜久屋書店　宇都宮店

スーパーブックス今市店

紀伊國屋書店　前橋店

戸田書店　高崎店

ブックマンズアカデミー　太田店

『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』
４巻　書店共通特典SSペーパー配布店舗一覧

北海道

岩手県

宮城県

群馬県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県



戸田書店　藤岡店

ＮＥＴ２１ブックスページワン大宮宮原店

ジュンク堂書店　大宮高島屋店

ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽

須原屋　本店

成文堂　南浦和店

宮脇書店　行田持田店

メディアライン　春日部店

ほんのいえ　宮脇書店　越谷店

東京旭屋書店　新越谷店

Ｔ´ｓＢｏｏｋｓ

スーパーブックスyc voxワカバウォーク店

ＳＢオークスブックセンター岩槻店

フタバ図書ＧＩＧＡ大宮店

三省堂書店　カルチャーステーション千葉店

ときわ書房　本八幡スクエア店＋ＧＥＯ

ときわ書房　本店

堀江良文堂書店　松戸店

丸善　津田沼店

ときわ書房　八千代台店

スーパーブックス新柏店

スーパーブックス都賀店

山下書店南行徳店

住吉書房本八幡店

ＳＢオークスブックセンター仁戸名店

ＳＢオークスブックセンター妙典店

ＳＢオークスブックセンター南柏店

ＳＢオークスメディアパーク野田店

駅前の本屋まこと

廣文館　イトーヨーカドー曳舟店

ブックエキスプレス　エキュート上野店

東京旭屋書店　池袋店

ジュンク堂書店　池袋本店

書泉芳林堂書店　高田馬場店

ブックファースト　新宿店

書泉グランデ

書泉ブックタワー

有隣堂　ヨドバシＡＫＩＢＡ店

啓文堂書店　北野店

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都



オリオン書房　ノルテ店

オリオン書房　サザン店

ブックスルーエ

真光書店　本店

野崎書林

博文堂書店　田無店

啓文堂書店　多摩センター店

文教堂書店　赤羽店

ＭＡＲＵＺＥＮ　多摩センター店

ブックスタマ　小作店

スーパーブックス竹ノ塚駅前店

メディアライン大山店

メディアライン東村山店

ブックスユニ桜台店

Ｂｏｏｋ＋東中野店

山下書店半蔵門店

山下書店大塚店

スーパーブックスあおい書店池尻大橋店

スーパーブックスあおい書店春日店

住吉書房小岩店

住吉書房駒沢店

住吉書房五反野店

スーパーブックス芳進堂ラムラ店

フタバ図書ＴＥＲＡ南砂町店

有隣堂　本店

有隣堂　横浜駅西口店

ブックエキスプレス　アトレ大船店

紀伊國屋書店　イトーヨーカドー川崎店

丸善　ラゾーナ川崎店

文教堂書店　溝ノ口本店

スーパーブックス　住吉書房　久里浜店

伊勢原書店　秦野店

有隣堂　厚木店

ブックポート２０３　大和店

三省堂書店　海老名店

Ｂｏｏｋプラザ文華堂

スーパーブックス伊勢治書店ダイナシティ店

住吉書房元住吉店

住吉書房宮崎台駅前店

東京都

神奈川県



住吉書房新丸子店

住吉書房登戸店

住吉書房武蔵中原店

住吉書房新杉田店

住吉書房保土ヶ谷店

紀伊國屋書店　新潟店

戸田書店　長岡店

知遊堂　上越国府店

知遊堂　三条店

緑岡書店

文苑堂書店　富山豊田店

ＢＯＯＫＳなかだ　本店　コミックラボ

文苑堂書店　戸出店

明文堂書店　黒部店

文苑堂書店　清水町店

ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店

文苑堂書店福田本店

文苑堂書店野村店

文苑堂書店小杉店

文苑堂書店本郷店

文苑堂書店藤の木店

ＢＯＯＫＳなかだ　かほく店

うつのみや　上林店

明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店

きくざわ書店　アルプラザ鹿島店

朗月堂　本店

天真堂書店　国母店

平安堂　若槻店

平安堂　川中島店

宮脇書店　松本店

改造社書店　松本駅店

文教堂　ＪＯＹ松本店

平安堂　上田店

平安堂　佐久インターウェーブ店

丸善　岐阜店

平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡノースウエスト店

喜久屋書店　大垣店

三洋堂書店 長良店

三洋堂書店 穂積店

富山県

石川県

山梨県

長野県

岐阜県

神奈川県

新潟県



三洋堂書店 新関店

三洋堂書店 各務原店

三洋堂書店 下恵土店

三洋堂書店 中つ川店

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　新静岡店

明屋書店　イケヤ高丘店

アマノ　三方原店

天竜谷島屋

焼津谷島屋　アピタ島田店

焼津谷島屋　登呂田店

明屋書店　イケヤ湖西店

マルサン書店　サントムーン店

三省堂書店　名古屋本店

星野書店　近鉄パッセ店

宮脇書店　尾西店

本の王国　刈谷店

宮脇書店　刈谷店

本の王国　安城店

カルコス　扶桑店

ジュンク堂書店　名古屋栄店

三洋堂書店 梅坪店

三洋堂書店 豊川店

三洋堂書店 知立店

三洋堂書店 半田店

三洋堂書店 鳥居松店

三洋堂書店 清洲店

三洋堂書店 大田川店

三洋堂書店 乙川店

三洋堂書店 いりなか店

三洋堂書店 西尾店

三洋堂書店 新開橋店

三洋堂書店 当知店

三洋堂書店 碧南店

三洋堂書店 かぐ山店

別所書店　イオン店

宮脇書店　久居インター店

コメリ書房　鈴鹿店

三洋堂書店 生桑店

サンミュージック　近江八幡店

静岡県

愛知県

三重県

岐阜県

滋賀県



サンミュージック　ハイパーブックス水口店

サンミュージック　ハイパーブックス八日市

ハイパーブックス長浜店

ハイパーブックス彦根店

ハイパーブックス駒井沢店

ハイパーブックスかがやき通り店

本のがんこ堂守山店

本のがんこ堂野洲店

本のがんこ堂石部店

本のがんこ堂石山駅前店

平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ京都リサーチパーク

大垣書店　京都ヨドバシ店

大垣書店　イオンモール京都桂川店

サン書房

大垣書店　伏見店

大垣書店　京都ファミリー店

大垣書店　二条駅店

大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店

大垣書店　ブックパル桂南店

喜久屋書店　漫画館阿倍野店

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店

ＮＥＴ２１清風堂書店　梅田店

紀伊國屋書店　グランフロント大阪店

ジュンク堂書店　難波店

わんだーらんど　なんば店

ブックスタジオ　新大阪店

ブックファースト　蛍池店

田村書店　本部

紀伊國屋書店　高槻阪急店

丸善　八尾アリオ店

大東書店

ヤマダ電機　ＬＡＢＩ１なんば店書籍売場

ジュンク堂書店　天満橋店

大垣書店　高槻店

ハイパーブックス茨木店

大垣書店　豊中緑丘店

大垣書店　イオンモール堺鉄砲町店

[FC] デューク書店

ジュンク堂書店　三宮駅前店兵庫県

京都府

大阪府

滋賀県



紀伊國屋書店　神戸阪急店

ジュンク堂書店　三宮店

喜久屋書店　神戸南店

喜久屋書店　須磨パティオ店

喜久屋書店　北神戸店

ブックスキヨスク　尼崎店

宮脇書店　アマゴッタ店

ブックファースト　阪急西宮ガーデンズ店

ジュンク堂書店　姫路店

ジュンク堂書店　明石店

うかいや書店　石守店

文林西村書店

紀伊國屋書店　川西店

パルネット　小野店

西村書店

西村書店　土山店

大垣書店　プリコ神戸店

三洋堂書店 橿原神宮店

三洋堂書店 桜井店

三洋堂書店 大安寺店

三洋堂書店 香芝店

宮脇書店　ロイネット和歌山店

本と文具ツモリ　西部店

ＢｏｏｋＹａｒｄＣＨＡＰＴＥＲ３

本の学校　今井ブックセンター

宮脇書店　境港店

鳥取ブックセンター　郡家店

今井書店 吉成 コミック店

倉吉今井書店

今井書店 錦町店

今井書店 境港店

ブックセンタージャスト　浜田店

ブックセンターコスモ　出雲店

ブックセンタージャスト　大田店

今井書店 グループ センター店

今井書店 学園通り店

今井書店 木次マルシェリーズ店

丸善　岡山シンフォニービル店

宮脇書店　岡山本店

岡山県

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県



啓文社　岡山本店

宮脇書店　新平島店

喜久屋書店　倉敷店

津山ブックセンター　イオン店

宮脇書店　笹沖店

紀伊國屋書店　広島店

フタバ図書　アルティアルパーク北棟店

ジュンク堂書店　広島駅前店

フタバ図書　ＧＩＧＡ広島駅前店

啓文社　コア福山西店

啓文社　ポートプラザ店

フタバ図書　ＡＬＴｉ福山本店

大垣書店　ジアウトレット広島店

フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店

フタバ図書ＭＥＧＡ(祇園中筋店)

フタバ図書ＧＩＧＡ宇品店

フタバ図書広店

フタバ図書ＧＩＧＡ呉駅レクレ店

フタバ図書八本松店

フタバ図書五日市福屋店

フタバ図書海田店

フタバ図書可部センター店

フタバ図書大竹店

フタバ図書三次店

フタバ図書広大前店

フタバ図書ＧＩＧＡ上安店

フタバ図書ＧＩＧＡ祗園店

フタバ図書ＧＩＧＡ五日市店

フタバ図書横川店

廣文館  フジグラン高陽店

廣文館  福山駅ビル店

廣文館  呉駅ビル店

廣文館 フジグラン広島店

ブックランド都野　サンリブ下松店

フタバ図書GIGAフレスタモール岩国店

フタバ図書ＧＩＧＡ防府店

ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣　徳島店

カルチャーシティ平惣　川内店

宮脇書店　鴨島店

岡山県

広島県

山口県

徳島県



ＢＯＯＫＳジュピター

宮脇書店　総本店

宮脇書店　本店

宮脇書店　南本店

ジュンク堂書店　松山店

宮脇書店　大洲店

丸善　博多店

紀伊國屋書店　福岡本店

紀伊國屋書店　天神イムズ店

ジュンク堂書店　福岡店

宮脇書店　黒木若久店

白石書店　本店

ＢＯＯＫＳあんとく　みずま店

ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂　長者原店

フタバ図書　ＴＥＲＡイオンモール福岡店

ブックセンタークエスト　小倉本店

ＢＯＯＫＩＮＮ金進堂　原田店

フタバ図書ＧＩＧＡ春日店

長崎県 紀伊國屋書店　長崎店

ＢＯＯＫＳあんとく　あらお店

ＢＯＯＫＳあんとく　やまが店

大分県 明林堂書店　大分本店

りーぶる金海堂　クロスモール店

田中書店　川東店

明林堂書店　南宮崎店

熊本県

宮崎県

徳島県

香川県

愛媛県

福岡県


