
300円クーポン掲載店舗様　一覧

店名 住所 電話番号
北海道 オーガ西店 帯広市西二十条南3丁目52番12号 0155-33-8828
北海道 札幌セルビデオ販売 札幌市中央区南五条西4-7南興ﾋﾞﾙ1F 011-551-0765
北海道 スポット太平店 札幌市北区太平二条１－１－２７ 011-775-8331
北海道 スポット豊平店 札幌市豊平区豊平三条2丁目1-40 011-818-1540
北海道 大黒屋書店旭川忠和店 旭川市忠和六条８丁目１－４ 0166-62-3737
北海道 大黒屋書店上磯店 北斗市七重浜5丁目15-1 0138-48-8282
北海道 大黒屋書店札幌清田店 札幌市清田区清田二条2丁目5-5 011-889-5000
北海道 大黒屋書店札幌発寒店 札幌市西区発寒十三条 011-661-9191
北海道 東京書店釧路入江店 釧路市入江町１２－３４ 0154-32-1838
北海道 VIDEO&BOOKオーガ中央店 帯広市西７条南17丁目11 0155-28-5822
北海道 未来書房岩見沢店 岩見沢市八条東12丁目25-5 0126-24-0439
北海道 未来書房新中野店 苫小牧市新中野町 0144-33-8739
北海道 未来書房千歳店 千歳市信濃町3-18-23 0123-42-1808
北海道 萌会館 旭川市２条通１７丁目 0166-25-4661
北海道 安市　太平店 札幌市北区太平五条１－３－３ 011-770-6411
青森県 カルチャーボーイ五所川原店 五所川原市広田字柳沼 0173-38-3182
青森県 スーパーキングむつ店 むつ市田名部大字上川３２－３ 0175-33-0255
青森県 スポット青森店 青森市桂木4-4-5 017-773-0310
青森県 ＤＩドリームボーイ 三戸郡三戸町目時字上川原7-2 0179-20-1177
青森県 東京書店東バイパス店 青森市矢田前字弥生田20-3 017-737-3101
青森県 東京書店　弘前店 弘前市青山1-19-3 0172-31-2108
青森県 ﾄﾞﾘｰﾑﾎﾞｰｲ青森店 青森市筒井字八ツ橋50-1 017-728-7474
青森県 ドリームボーイ弘前城東店 弘前市城東北４丁目 0172-29-6476
青森県 ビデオショップ　タイム むつ市大平町50-13 0175-29-2166
青森県 本の市場　八戸店 八戸市新井田字塩入49-4 0178-33-8944
秋田県 ソフトマーケットＱ大仙店 大仙市花館字下殿屋敷４５－１ 0187-63-6444
秋田県 ソフトマーケットQ能代店 能代市仙遊長根２７－５ 0185-52-5858
秋田県 東京BOOKS横手店 横手市梅の木町８番１２号 0182-23-5919
岩手県 スーパーダブルエックス北上店 北上市村崎野14地割31 0197-72-7021
岩手県 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞﾌﾞﾙｴｯｸｽ盛岡ｲﾝﾀｰ店 盛岡市稲荷町１２番１８号 019-646-1916
山形県 秋名書店 鶴岡市文下字沼田16-1 0235-25-2756
山形県 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞﾌﾞﾙｴｯｸｽ天童店 天童市北久野本2丁目9-36 023-651-6255
山形県 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞﾌﾞﾙｴｯｸｽ酒田店 酒田市松原南24-14 0234-23-1040
山形県 スーパーダブルエックス米沢店 米沢市窪田町窪田519 0238-40-0650
山形県 出羽書店本店 山形市浜崎24番地 023-626-6551
山形県 東京書店　山形西店 山形市あかねケ丘3-19-5 023-666-7415
山形県 メディアゾーン桜田店 山形市桜田東3-6-8 023-629-9660
山形県 メディアゾーン新庄店 新庄市鳥越字栗田６５７－３ 0233-28-7340
宮城県 海書房城ケ崎店 宮崎市城ケ崎3丁目4-1 0985-59-1307
宮城県 スーパーダブルエックス石巻店 石巻市門脇字二番谷地３１－２ 0225-21-7422
宮城県 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞﾌﾞﾙｴｯｸｽ泉ｲﾝﾀｰ店 仙台市泉区七北田大沢字木戸51 022-772-8701
宮城県 スーパーダブルエックス大河原店 柴田郡大河原町新南62-14 0224-51-3960
宮城県 スーパーダブルエックス大崎本店 大崎市古川福浦字道ノ上40-1 0229-87-5127
宮城県 スーパーダブルエックス北山駅前店 仙台市青葉区山手町11-40 022-303-4177
宮城県 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞﾌﾞﾙｴｯｸｽ仙台本店 仙台市若林区遠見塚東4-8 022-781-1575
宮城県 スーパーダブルエックス多賀城店 多賀城市町前1丁目4-12 022-385-7516
宮城県 ｽｰﾊﾟｰﾀﾞﾌﾞﾙｴｯｸｽ船岡店 柴田郡柴田町西船迫2丁目2-6 0224-59-3272
宮城県 スーパーダブルエックス古川北店 大崎市古川荒谷本町東４０ 0229-28-4655
宮城県 大黒屋書店仙台泉店 仙台市泉区市名坂字黒木川原46-1 022-772-2217
宮城県 ﾀﾞﾌﾞﾙｴｯｸｽ岩沼店 名取市堀内字南竹２７１－１ 0223-23-4051
宮城県 ﾀﾞﾌﾞﾙｴｯｸｽ長町南店 仙台市太白区泉崎1-8-11 022-307-0323
宮城県 パラダイスＢＯＸ泉松森店 仙台市泉区松森坂下１番１号 022-343-1588
宮城県 パラダイスＢＯＸ利府店 宮城郡利府町神谷沢字宮ヶ崎74-1 022-396-0222
宮城県 ＢＯＯＫ’Ｓヒーロー金成店 栗原市金成有壁下大沢田 0228-44-2048
福島県 ジパング会津塩川店 喜多方市塩川町東栄町4-4-6 0241-27-8533
福島県 ジパング会津千石通り店 会津若松市山見町25-9 0242-22-1960
福島県 ジパング会津高田橋店 会津若松市門田町飯寺字村東 0242-38-3081
福島県 大黒屋書店郡山店 郡山市小原田2-29-5 024-941-2324
福島県 大黒屋書店福島店 福島市松山町１１７ 024-526-5200
福島県 日本書店内郷店 いわき市内郷綴町沼尻 0246-45-1800
福島県 日本書店小名浜バイパス店 いわき市小名浜林城字 0246-58-6000
福島県 ビデオトーホー二本松店 二本松市大平山21-1 0243-22-3854
福島県 BOOK FUN 24郡山うねめ通り店 郡山市桜木１丁目１０－４ 024-995-5655
福島県 未来書店須賀川 須賀川市森宿ﾋｼﾞﾘ田52-1 0248-72-6144
新潟県 愛好堂　柏崎店 柏崎市新田畑２－３２ 0257-32-7235
新潟県 ソフトマーケットＱ村上店 村上市山田３５－５ 0254-66-6124
新潟県 ビーボックス 新潟市北区白新町３丁目１１－２５ 025-386-9489
新潟県 ブックワンダー十日町店 十日町市高山７９２－１ 025-752-0600
新潟県 メディアマックス新発田店 新発田市中曽根町６２７－２ 0254-26-8835
新潟県 安市　女池店 新潟市中央区女池1803 025-284-2000
富山県 難破船沖塚原店 射水市沖塚原７６８番２ 0766-82-1525
富山県 ビデオ激安王新庄店 富山市西新庄11-53 076-443-6350



富山県 ＶＩＤＥＯＢＯＸ 滑川市中村39-8 076-477-9181
富山県 VIDEOBOX高岡野村店 高岡市野村1380-1 0766-30-8530
富山県 難破船豊田店 富山市下冨居１丁目３９ー７ 076-443-5828
石川県 ビデオ激安王小松店 小松市大領町ろ179番地 0761-24-0430
石川県 ビデオ激安王示野店 金沢市桜田町１丁目３６ 076-235-2033
石川県 ブックマート羽咋店 羽咋市兵庫町巳１３－７ﾀﾞﾝﾃﾞｲﾗｲｵﾝ1F 0767-22-8815
福井県 ビデオ激安王福井店 福井市羽水3-107 0776-33-1375
福井県 安市 春江店 坂井市春江町江留中３９－１４ 0776-51-9911
長野県 東京書店　上田店　 上田市秋和４９５－１ 0268-71-5822
長野県 東京書店　佐久店　 佐久市岩村田北1-6-2 0267-78-5988
長野県 ﾌﾞｯｸｼﾞｮｲ塩尻店 塩尻市広丘吉田字道西 0263-57-6797
長野県 ブックハウストム 上田市上田１８４３－１ 0268-25-1212
群馬県 翔書店 渋川市吹屋字八幡東５７１ 0279-60-8211
群馬県 大黒屋書店新前橋店 前橋市古市町233-1 027-255-1919
群馬県 ひかる書店 渋川店 渋川市有馬２０３－１ 0279-22-5505
群馬県 富士書店　赤城店 伊勢崎市曲沢町161-9 0270-63-8778
群馬県 めだま屋安中店 高崎市藤塚町４２３ 027-321-6918
栃木県 ガラクタ鑑定団 宇都宮市下川俣町208-10 028-683-6301
栃木県 さくら書店足利店 足利市福富町字春田1139-1 0284-73-9208
栃木県 さくら書店本店 小山市西城南３－１４－１ 0285-27-1423
栃木県 さの書店 佐野市大橋町字向河原３１７１－１ 0283-22-8613
栃木県 大黒屋書店宇都宮簗瀬店 宇都宮市簗瀬町1950 028-639-3443
栃木県 大陸書房那須塩原店 那須塩原市東三島3-40-17 0287-37-6480
栃木県 太陽書店鹿沼店 鹿沼市貝島町４４８－１ 0289-60-7501
栃木県 太陽書店真岡店 真岡市長田郷187-1 0285-80-1605
栃木県 富士書店　小山店 小山市駅南町４－１４－２７ 0285-28-2977
栃木県 富士書店　栃木店 栃木市平柳町１丁目４２－６ 0282-23-5436
茨城県 愛好書店　古河店 古河市上辺見1211 0280-30-7230
茨城県 オスカー境店 猿島郡境町長井戸 0280-87-4624
茨城県 神田書店つくば店 つくば市上横場2290-30 0298-38-0991
茨城県 神田書店坂東店 坂東市辺田 0297-36-1336
茨城県 神田書店竜ヶ崎店 龍ケ崎市出し山町４２-１ 0297-60-7421
茨城県 神田書店荒川沖店 土浦市中村南 0298-34-2401
茨城県 神田書店常総店 常総市水海道淵頭町２９０４－１ 0297-25-1120
茨城県 ぐるぐる大帝国結城店 結城市結城8622-23 0296-33-4910
茨城県 さくら書店桜川店 桜川市東桜川3-14 0296-75-1420
茨城県 さくら書店結城店 結城市結城4394-1 0296-34-0890
茨城県 ビーハウス古河店 古河市鴻巣609-1 0280-48-3330
茨城県 富士書店  石岡店 石岡市八軒台３２１４－１ 0299-27-5560
茨城県 富士書店  市毛店  ひたちなか市市毛1165-1 029-274-4666
茨城県 富士書店 千代田店 かすみがうら市下稲吉字西山 0299-59-7661
茨城県 富士書店　つくば店  つくば市吾妻４－１８－６ 0298-56-0331
茨城県 富士書店　土浦南店 土浦市永国字天神784-4 029-835-2522
茨城県 富士書店  本店　 水戸市笠原町１１９４－１ 029-305-7715
茨城県 ブックサイト潮来店 潮来市曲松2693-2 0299-77-8678
茨城県 三國書店 水戸店　 水戸市河和田３－２５８０－7 029-253-0595
茨城県 ライブイン那珂店 那珂市菅谷６８４－４ 029-297-9151
千葉県 愛好書店　大原店 いすみ市日在410-5 0470-60-9750
千葉県 アップルシネマ祇園店 木更津市ぎおん1 043-823-4423
千葉県 クラップス 船橋市本中山5-1-26　1F 047-302-5871
千葉県 ゼスト市原店 市原市君塚３－１６－１ 0436-23-5580
千葉県 ゼスト木更津店 木更津市請西2-2-1 0438-30-7771
千葉県 ゼスト習志野店 船橋市習志野台5-21-18 047-456-6420
千葉県 ソフトステーション 市川市新田5-4-1-1F 047-325-8533
千葉県 たちばな書店 船橋店 船橋市本町1-4-7　こだまﾋﾞﾙ1F 047-426-9909
千葉県 たちばな書店 松戸店 松戸市松戸１２９１ 047-330-3300
千葉県 たちばな書店　津田沼店 習志野市津田沼1-2-7 047-474-7200
千葉県 ＤＶＤじゃんぐる  市川市押切２１－８ 047-396-2848
千葉県 ビデオ激安王成田店 成田市郷部４２３‐１ 0476-20-0833
千葉県 ベストサービス 千葉市稲毛区小仲台6-18-1 043-254-3637
千葉県 フロンティア穴川インター店 千葉市若葉区殿台町80-3 043-284-1591
千葉県 フロンティア市原店 市原市八幡海岸通１９６９番地１４ 0436-43-6797
千葉県 フロンティア勝田台店 佐倉市井野町１５１２－１ 043-489-3301
千葉県 フロンティア酒々井店 印旛郡酒々井町本佐倉１－１ 043-497-1007
千葉県 フロンティア武石店 習志野市実籾町3-7-11 047-455-6165
千葉県 フロンティア富里店 富里市七栄５２５－９１ 0476-92-1911
千葉県 フロンティア浜野店 千葉市緑区古市場町７１８－１ 043-268-5320
千葉県 ＨＯＫＵＳＡＩ 千葉市若葉区小倉町１７５４－１１ 043-232-3301
千葉県 MAN-ZOKUｽｰﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ(館山店) 館山市稲字弁財天２４２－１ 0470-20-3120
千葉県 安売王前原西店 船橋市前原西1-14-20 寺沢ﾋﾞﾙ1F 0474-93-7131
千葉県 神田書店我孫子店 我孫子市我孫子3-18-11 047-165-4514
千葉県 神田書店野田店 野田市堤根１２９－１ 04-7126-3370
千葉県 神田書店流山店 流山市前ケ崎字宮本６３１－１ 04-7170-7015
埼玉県 アワーズ埼大通り店 さいたま市桜区栄和3-11-13 048-855-4945
埼玉県 エーツー坂戸店　 坂戸市薬師町１８－６ 0492-82-5501
埼玉県 恵比寿屋ビデオ 狭山市広瀬東３丁目19番1号 042-955-0180



埼玉県 黒船家戸田店 戸田市下前２－１１－１８ 048-432-7112
埼玉県 山遊堂鳩ヶ谷店 川口市南鳩ヶ谷１－１－１５ 048-280-1003
埼玉県 ゼスト所沢店　 所沢市牛沼352-3 04-2991-2260
埼玉県 つばさ書店岩槻店 さいたま市岩槻区東町２－８－５ 048-790-2052
埼玉県 ディスカウントビデオ藤沢店 入間市下藤沢６３７－１ 042-964-0903
埼玉県 ディスカウントビデオ宗岡店 志木市中宗岡1-5-69 048-472-0646
埼玉県 ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄﾋﾞﾃﾞｵわらび店 蕨市錦町２－１－３４ 048-432-7614
埼玉県 東京書店草加店 足立区竹の塚７－５－１１ 03-3860-7826
埼玉県 東幼書店　川口店 川口市本町4-2-8　光ﾋﾞﾙ1F 048-299-6771
埼玉県 ビデオ安売り王　谷塚店 草加市瀬崎町2104 ﾒﾙﾍﾝｼｬｰﾄ102号 0489-25-9603
埼玉県 富士書店　春日部店 春日部市八丁目 048-760-5755
埼玉県 ふじみ野書店 ふじみ野市上福岡１－７－６ 049-261-9996
埼玉県 Ｖ-ＭＡＸ２草加店 草加市吉町３－１－２１ 0489-23-0957
埼玉県 Ｖ－ＭＡＸプラス店 春日部市小渕883-2 048-753-1231
埼玉県 ブックジョイ鶴ヶ島店 鶴ヶ島市脚折町４－９－１ 0492-71-6601
埼玉県 ブックジョイ東松山店 東松山市上野本５７３－１１ 0493-24-3003
埼玉県 ブックブック大井店 ふじみ野市鶴ケ舞３－６－６ 0492-66-6844
埼玉県 ブックブック狭山書店 狭山市下奥富502-3 042-968-5867
埼玉県 ブックブック所沢店 所沢市東住吉１８－９ 042-928-8831
埼玉県 本田書店いるま野田店 入間市野田９４８－６ 042-933-1990
埼玉県 本田書店大宮公園店 さいたま市北区土呂町２－２８－３ 048-652-8023
埼玉県 本田書店南古谷店 川越市南田島814-1 049-225-3965
埼玉県 本田書店西浦和店 さいたま市南区曲本1-1-40 048-865-4777
埼玉県 本田書店東松山店 東松山市新宿町７番８ 0493-22-6020
埼玉県 本田書店三芳店 入間郡三芳町藤久保884-1 049-259-7088
埼玉県 メッセ＆東京書店日高店 日高市高萩２２７７－１ 042-984-3445
埼玉県 リサイクルメディア館 和光市白子3-11-1 048-462-6666
東京都 アド五反田店 品川区西五反田２丁目５−2　5階 03-5434-5990
東京都 ＡＬＬＩＢＡＢＡ吉祥寺店 武蔵野市吉祥寺本町１－１４－１１ 0422-20-6066
東京都 あるふぁ書店 葛飾区堀切4-58-16 03-3601-0014
東京都 エムズ アメ横店 台東区上野６-１３-４　三井ビル１Ｆ 03-3834-5776
東京都 エムズ 立川店 立川市錦町1-1-27　第2東信ﾋﾞﾙ2階 042-548-2715
東京都 キッド金町店 葛飾区東金町1-45-12 03-5699-8824
東京都 グッディー葛西店 江戸川区中葛西3-15-13 03-5605-4608
東京都 激安ビデオパドック 武蔵野市境4-2-21 0422-56-1239
東京都 シャウル立川店 立川市柴崎町２‐４‐１１ 042-521-1120
東京都 上海鑑定団 八王子市横山町13-4 042-621-3144
東京都 ダイワ書店　上野駅前店 台東区上野6-16-3 03-6803-2440
東京都 たちばな書店 新小岩店 葛飾区新小岩1-50-11 1F 03-5678-4646
東京都 ＤＩＯカルチャービレッジ  千代田区神田神保町１－１３ 03-3295-2577
東京都 テレベスト 板橋区本町14-13 03-3961-5485
東京都 ＴＯＫＩＯブックチェーン日暮里 荒川区東日暮里3-44-8 ｻｳｽﾋﾞﾙ1F 03-3807-0180
東京都 バーチャルショップ鑓水店 町田市小山ヶ丘6-3-15 0427-74-7177
東京都 ブックス橘屋板橋店 北区滝野川7-6-10 03-5907-3020
東京都 ＢＯＯＫＳプライド 世田谷区南烏山6-21-1 03-3305-7201
東京都 ブックブックあきる野店 あきる野市秋川４－１４－３ 042-550-4146
東京都 ブックブック河辺店 青梅市河辺町７－７－１０ 0428-33-3955
東京都 ブックブック東大和店 東大和市立野１－９８５ 042-562-3570
東京都 ブックマーケット昭島店 昭島市中神町3-5-32 042-549-0955
東京都 ブックマート梅屋敷店 大田区大森中２－２－１０ 03-3763-5655
東京都 ブックマート三軒茶屋店 世田谷区三軒茶屋２－２－１１ 03-5431-5678
東京都 古本工房セイレーン 練馬区関町北1-3-11 03-5991-3746
東京都 フレンズ蒲田店 大田区蒲田5-7-4-1F 03-3739-4994
東京都 本田書店　青梅店 青梅市新町８－２５－３ 0428-32-8238
東京都 本田書店　八王子店 八王子市小宮町289-1 042-645-5260
東京都 本田書店東大和店 東大和市蔵敷3-844-2 042-562-0612
東京都 ＭＡＸ国分寺店　　　　　 国分寺市東元町2-8-2　1F 042-401-0877
東京都 MAX西新宿店 新宿区西新宿3-15-8 03-3378-8363
東京都 ムーラン新宿東南口店 新宿区新宿3-35-9 03-5379-4088
東京都 明治書店　神田店 千代田区神田鍛冶町３－３ 03-5297-5075
東京都 明治書店　池袋店 豊島区東池袋１丁目３－７ 03-5980-8913
東京都 メディアコング 戸越店 品川区平塚2-9-32 03-3785-4828
東京都 モトナワールド船堀店 江戸川区船堀3-1-1 豊珠ﾋﾞﾙ1F 03-5605-0858
東京都 ラムタラ高田馬場駅前店 新宿区高田馬場1-26-12高田馬場ﾋﾞﾙ2F 03-5292-0248
東京都 ラムタラ立川駅前店 立川市曙町２－６－１０ 042-521-7320
東京都 ラムタラ八王子駅前店 八王子市旭町２－６　５Ｆ 042-620-3008
東京都 ラムタラ東久留米店 東久留米市前沢３－７－１０ 0424-77-3588
東京都 ラムタラ東村山店 東村山市恩多町２－１－１ 0423-98-1528
東京都 ラムタラ瑞穂店 西多摩郡瑞穂町大字武蔵185-1 042-568-8780
東京都 ロケットパンチ 八王子市犬目町910-1 0426-54-0566
東京都 古本らんだむ 東村山市秋津町５－３８－３ 042-396-6630
神奈川県 クルーズ横須賀店 横須賀市安浦町 0468-20-1333
神奈川県 紅葉堂長倉屋書店 横浜市中区曙町4-56 045-262-1191
神奈川県 湘南書店伊勢原店 伊勢原市板戸７６２‐１ 0463-96-6040
神奈川県 太陽書店厚木店 厚木市南町２８－１４ 046-230-2738
神奈川県 おたから堂書店 相模大野店 相模原市南区相模大野３－１１－１７ 042-701-6744



神奈川県 ｽｰﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ 秦野店 秦野市曾屋1294-1 0463-82-0009
神奈川県 ゼスト相模原店 相模原市中央区陽光台3-19-19 042-704-2541
神奈川県 ゼスト大和店 大和市深見東3-5-2 046-265-6820
神奈川県 ゼスト横浜戸塚店 横浜市戸塚区汲沢町92-5 045-864-5103
神奈川県 たちばな書店 藤沢店　 藤沢市南藤沢２０－１０ 046-654-0522
神奈川県 ビデオ・本販売孫悟空 横浜市神奈川区松本町3-21-7 045-320-4988
神奈川県 ブックスター 横浜市中区本郷町1-2 小倉ﾋﾞﾙ1F 045-623-9917
神奈川県 ブック＆ビデオ　武山店　 横須賀市林２－７－１２ 046-855-5786
神奈川県 ブックパーク鶴見店 横浜市鶴見区鶴見中央5-11-19 045-508-2737
神奈川県 ブックパーク横浜店 横浜市西区浜松町１４－１６ 045-232-8789
神奈川県 フレンズ稲田堤店 川崎市多摩区菅3-6-6 044-945-2818
神奈川県 ﾌﾚﾝｽﾞ書店横須賀佐原ｲﾝﾀｰ店 横須賀市佐原３－２１－２０ 046-838-5922
神奈川県 メディアパーク幸店 川崎市幸区下平間255-12-1F 044-201-6564
神奈川県 ロコモーション野毛坂店 横浜市中区宮川町3-91-1ｴｸﾚｰﾙ横浜 045-260-6690
山梨県 童夢書店甲府本店 甲府市上阿原町４４４－２ 055-221-0656
山梨県 ブックジョイ昭和店 中巨摩郡昭和町押越1108 055-275-6271
山梨県 ブックジョイ南アルプス店 南アルプス市東南湖794 055-284-0061
山梨県 ブックジョイ韮崎龍岡店 韮崎市龍岡町下條南割字西原272 0551-23-7001
静岡県 恵美寿書店 静岡市清水区袖師町５４０－１ 054-361-7676
静岡県 大阪書店藤枝店 藤枝市小石川町1-6-10 054-644-6847
静岡県 コバヤシ古本 静岡市駿河区中田1-16-19 054-287-1849
静岡県 コミックランド富士店 富士市五貫島４９３－３ 0545-62-5819
静岡県 太陽書店島田店 島田市中溝町２５６３ 0547-34-1551
静岡県 ビデオ新撰組　　沼津円盤堂 沼津市岡一色46-1 055-926-9033
静岡県 ＢＯＯＫＳ　エンドー 富士宮市西小泉町18-5 0544-23-6601
愛知県 アジト梅森店 名古屋市名東区梅森坂2-1214 052-703-9990
愛知県 アジト　名駅店 名古屋市中村区名駅南２－３－３４ 052-569-5001
愛知県 壱見屋書店　千種店　 名古屋市千種区内山 052-744-3322
愛知県 壱見屋書店　柳橋本店 名古屋市中村区名駅5-25-17 052-563-0601
愛知県 一刻堂書店 名古屋市守山区菱池町12-9 052-796-0590
愛知県 ＷＡＶＥ小牧店 小牧市小牧原新田鷹之橋６３３ 0568-71-2230
愛知県 恵美須書店 豊明市前後町三ツ谷１３６５－１ 0562-92-8221
愛知県 恵美須書店　春日井店 春日井市東野町２丁目１－１ 0568-27-5166
愛知県 恵美須書店　港南陽店 名古屋市港区小賀須３丁目105番地 052-302-7700
愛知県 尾張書店 稲沢市桜木町2-3-16 0587-23-7150
愛知県 グッドフェローズ一宮店 一宮市丹陽町外崎字郷東303-1 0586-81-1889
愛知県 ｸﾞｯﾄﾞﾌｪﾛｰｽﾞおわりあさひ店 尾張旭市東本地ケ原町２－１３５ 0561-52-1880
愛知県 ｸﾞｯﾄﾞﾌｪﾛｰｽﾞ豊田南店　 豊田市福受町下ノ切１７２－１ 0565-21-0011
愛知県 グッドフェローズ三好店 みよし市三好町荒池2-1 0561-32-8060
愛知県 零式書店一宮森本店 一宮市森本5-33-12 0586-23-2611
愛知県 零式書店大口店 丹羽郡大口町上小口2-143-3 0587-96-1292
愛知県 零式書店尾張旭店 尾張旭市庄中町１丁目１０－１２ 0561-55-7698
愛知県 零式書店上前津店２号店 名古屋市中区大須3-31-28 052-251-3992
愛知県 零式書店刈谷店 刈谷市中手町6丁目203番地 0566-62-6735
愛知県 零式書店豊橋店 豊橋市下地町瀬上１７－３ 0532-55-4250
愛知県 ビックバーン 瀬戸市大坂町１６７ 0561-21-4222
愛知県 三國書店 名古屋市中川区荒子５丁目169番地 052-351-7312
愛知県 三國書店　名古屋北店 名古屋市北区丸新町６－１ 052-508-8814
愛知県 三国書店西枇店 清須市西枇杷島町弁天57 052-505-5118
愛知県 遊景堂 安城店 安城市東栄町３－５－７ 0566-97-3520
愛知県 遊景堂　新舞子店　 知多市新舞子竹の花１０９－３ 0569-43-0120
愛知県 れっどぼっくす 豊橋市東脇3丁目14-4 0532-34-7145
岐阜県 恵美須書店 各務原店 各務原市那加前野町4-98-1
岐阜県 グッドフェローズ鵜沼店 各務原市鵜沼西町３－７０ 0583-79-0530
岐阜県 グッドフェローズ大垣店 大垣市築捨町３－１２１ 0584-89-6277
岐阜県 グッドフェローズ北方店 本巣郡北方町高屋３６ 058-320-0230
岐阜県 グッドフェローズぎふ店 岐阜市江添1-5-18 058-274-6009
岐阜県 青風書店岐阜岩崎店 岐阜市岩崎９６５－１ 058-236-0270
岐阜県 清流書店 岐阜市東興町５４ 058-242-9900
岐阜県 零式書店大垣店 大垣市楽田町３丁目７４番地 0584-74-6560
岐阜県 零式書店各務原店 各務原市鵜沼羽場町３-１-３ 0583-79-4117
岐阜県 零式書店岐阜茜部店 岐阜市六条江東２丁目１番地の５ 058-278-3551
岐阜県 ビデオショップ嵐 恵那市大井町１１１６‐５１ 0573-25-9033
岐阜県 遊景堂MEGA DVDﾊﾟﾜｰｽﾃｰｼｮﾝ可児店 可児市下切3294-2-1F 0574-60-5515
滋賀県 タイヨー　雄琴店 大津市雄琴３－２－３８ 077-578-3837
滋賀県 ビデオ館 大津市唐橋町17-5 077-533-3511
滋賀県 未来書房近江八幡店 近江八幡市東川町１２８－３ 0748-37-5151
滋賀県 未来書房雄琴店 大津市雄琴６－１８０－３ 077-578-6373
滋賀県 未来書房　草津店 草津市東矢倉２丁目１－３７ 077-561-7757
滋賀県 未来書房水口店 甲賀市水口町東名坂141-1 0748-63-7116
滋賀県 安市　石山店 大津市別保２－９－３４ 077-531-0811
三重県 お宝市番館　三重本店 桑名市大仲新田３８３－２ 0594-32-1945
三重県 ＳＨＯＷ－Ａ 松阪市山室町字なしで２３３５－１ 0598-29-1498
三重県 零式書店鈴鹿店 鈴鹿市白子３丁目１７－１ 059-388-6336
三重県 東京書店津店 津市雲出本郷町１７３５－１ 059-234-2233
和歌山県 にっぽんばし道楽　橋本店 橋本市隅田町下兵庫620 0736-32-8050



奈良県 買いマッスル大和郡山店 大和郡山市白土町６２－１ 0743-56-1156
奈良県 タイムス 大和郡山市小泉７３０ 0743-55-1551
奈良県 ぱーぷる奈良橿原店 橿原市五井町202番地4 0744-20-1033
大阪府 買取本舗 ドットコム本店 大阪市浪速区日本橋5丁目11番7号 06-6630-6003
大阪府 買取本舗ドットコム久宝寺緑地店 東大阪市大蓮東４－１２－１３ 06-6730-8008
大阪府 買取本舗ﾄﾞｯﾄｺﾑ梅田1号店 大阪市北区梅田1-3-1 06-6440-5592
大阪府 ガッポリ門真店 門真市岸和田3丁目35-30 072-885-1628
大阪府 さくら書店(大阪市) 大阪市都島区都島本通3-28-6 06-6925-9789
大阪府 ジパング泉北店　 堺市中区八田西町１－１－３０ 072-205-6748
大阪府 セルマックス 茨木市東太田１丁目５－４０ 072-626-2900
大阪府 宝書店守口店 守口市寺方錦通1-2-5 06-4250-8282
大阪府 ＴＶＪＡＣＫ牧野店 枚方市牧野阪１丁目１２－１１ 072-857-6906
大阪府 道楽十三店 大阪市淀川区十三本町1-16-3 1F 06-6886-8094
大阪府 信長書店 梅田東通店 大阪市北区堂山町４－１３ 06-6130-8114
大阪府 信長書店 大阪駅前第一ﾋﾞﾙ店 大阪市北区梅田1-3-1-100 06-6455-1065
大阪府 信長書店 難波店 大阪市浪速区難波中１－１８－１２ 06-6648-1151
大阪府 信長書店 日本橋店 大阪市浪速区 06-6647-6441
大阪府 信長書店 枚方店 枚方市出口３丁目５－１３－１０５ 072-833-9393
大阪府 ぱ～ぷる河内長野店 河内長野市市町733 0721-50-1888
大阪府 パープル書店泉大津店 泉大津市綾井５８－１ 0725-45-2858
大阪府 ブックマン宮之阪店 枚方市牧野本町２丁目２３－１３ 072-807-4944
大阪府 ブックマート千林大宮店 大阪市旭区森小路2-5-6　１Ｆ 06-6956-3200
大阪府 ブックマート天神橋六丁目店 大阪市北区長柄西１‐３‐２０ 06-6356-5008
大阪府 メンズクラブサンワ十三店 大阪市淀川区十三本町2-1-17 06-6309-8211
大阪府 安市　枚方店 枚方市堂山２丁目３０番８号 072-847-6255
大阪府 夢創庫岸和田店 岸和田市下池田町１－１－１ 0724-40-2121
大阪府 夢創庫高槻店 高槻市上牧町1-1-43 0726-60-2130
大阪府 夢創庫東大阪店 東大阪市横小路町５丁目351-1 0729-83-2566
京都府 開放倉庫　山城店 木津川市山城町椿井畑岡40-1 0774-86-3989
京都府 コミックショック八条口店 京都市南区東九条西山王町1-15 075-661-7090
京都府 遠藤書店大石橋本店 京都市南区東九条北烏丸町33 075-691-8403
京都府 信長書店 四条河原町店 京都市下京区寺町通綾小路下る中之町５７１ 075-361-6600
京都府 ＢＯＯＫＳ１１２西大路店  京都市中京区西ノ京東中合町２９ 075-812-8830
京都府 ブックプラネット福知山店 福知山市厚２３５番地 0773-22-6174
兵庫県 映像倉庫 豊岡市若松町1-4 0796-24-1708
兵庫県 ＡＶ情報社 神戸市兵庫区中道通１－３－２９ 078-576-7799
兵庫県 道楽　滝野店 加東市新町326-1 0795-48-9035
兵庫県 お宝市番館　加古川店 加古川市尾上町今福71-2 079-490-3660
兵庫県 お宝市番館　姫路東店 姫路市四郷町見野８２４－１ 079-253-6832
兵庫県 オレンジ通信王子店 神戸市灘区王子町1-1-7 078-861-6796
兵庫県 お宝市番館  飾磨店 姫路市飾磨区思案橋66番地 0792-33-2354
兵庫県 買い取りDRAGON　相生店 相生市若狭野町出190-1 0791-28-0010
兵庫県 買取りまっくす　三宮店 神戸市中央区北長狭通１－４－１２ 078-321-6700
兵庫県 買いマッスル伊丹店 伊丹市寺本３－８－８ 072-785-9900
兵庫県 ガッポリ姫路店 姫路市安田４－７６ 079-285-1152
兵庫県 極楽ＫＩＮＧ　明石本店　 明石市硯町２丁目４－１ 078-923-0099
兵庫県 ジパング伊川谷店 神戸市西区池上3-4-1ﾅﾋﾞｵ神戸1F 078-976-7716
兵庫県 ジパング元町店 神戸市中央区北長狭通 078-360-0005
兵庫県 新宿書店　マニア館　 姫路市飾磨区蓼野町６３ 079-234-2270
兵庫県 Ｔ＆Ｋ 朝来市和田山町枚田６１６ 079-672-1540
兵庫県 天国柏原店 丹波市柏原町見長１３ 0795-73-0888
兵庫県 信長書店神戸伊川谷店 神戸市西区伊川谷町潤和844-1 078-975-2112
兵庫県 信長書店 三宮駅前店 神戸市中央区 078-221-6610
兵庫県 ビデオショップMeL 揖保郡太子町原477-2 0792-75-1616
兵庫県 ビデオの穴場ジパング三田南が丘店 三田市南が丘１－４０－１５ 079-553-8533
兵庫県 ブックプラザ三木 三木市大村611 0794-83-0191
兵庫県 BOOKボーイ たつの市誉田町広山100-1 0791-62-4866
兵庫県 マンガ倉庫 和田山店　 朝来市和田山町土田 0796-70-3210
兵庫県 楽一楽座 たつの市揖保川町山津屋25-1 0791-72-7060
鳥取県 開放倉庫　米子店　 米子市夜見町２９２１－８ 0859-24-9070
鳥取県 マンガ倉庫倉吉店 倉吉市山根６４６番地１ 0858-48-1322
岡山県 橡の木 真備店   浅口市金光町占見新田283-1 0865-42-4406
岡山県 東京書店津山店 津山市昭和町2-108 0868-22-3155
岡山県 ブックメイト福江店 倉敷市福江６５５－２ 086-485-4614
岡山県 ブックメイト撫川店 岡山市北区撫川１４９３－３ 086-292-4615
岡山県 ブックメイト老松店 倉敷市老松町5-1-13 086-430-6655
岡山県 ブックメイト大安寺店 岡山市北区大安寺南町1-1-5 086-239-3377
岡山県 ブックメイト東岡山店 岡山市中区下421-12 086-278-6655
岡山県 ブックメイト津山インター店 津山市河辺１１５８－９ 0868-21-0210
岡山県 ブックメイト浜ノ茶屋店 倉敷市浜ノ茶屋1-6-12 086-476-2800
岡山県 ブックメイト藤田店 岡山市南区藤田2010-2 086-259-3800
岡山県 ブックメイト円山店 岡山市中区円山145 086-206-3200
岡山県 ＭＩＤＯＲＩＹＡ 岡山市中区国富３－９－９ 086-270-3567
島根県 パッポン 江津市浅利町333-5 0855-55-0525
島根県 マイアミ書店　斐川店 出雲市斐川町荘原２２５１－１ 0853-72-5556
島根県 ヤッホー　益田店 益田市木部町イ１３１－６ 0856-27-1277



広島県 ｇｒｅｅｎｓｔｙｌｅ 広島市安佐南区古市2-34-9 082-870-1433
広島県 東京書店西条店 　 東広島市西条土与丸３丁目 082-493-5514
広島県 東京書店廿日市店 廿日市市串戸2-17-9 0829-32-3410
広島県 東京書店吉島店 広島市中区光南2-23-8 082-543-5547
広島県 ブックメイト川口店 福山市東川口町5-16-19 084-982-9400
広島県 ブックメイト蔵王店 福山市南蔵王町2-22-10 084-925-6655
広島県 ブックメイト神辺店 福山市神辺町新徳田２３７－１ 084-963-8500
広島県 ブックススマイル 広島市安佐南区安東1-6-5 082-872-2783
広島県 マイアミ書店　三次店 三次市畠敷町３２７－１ 0824-63-0101
広島県 マイアミ書店ｍｉｎｉ　船越店 広島市安芸区船越南 082-824-0933
広島県 マイアミ書店　八木店 広島市安佐南区八木2-13-5 082-873-7556
山口県 ソフトマーケットQ　光店 光市島田1-17-12 0833-72-3011
山口県 DVDショップ-２１小郡インター店 山口市小郡上郷1783-1-2 083-973-2955
山口県 DVDショップ-２１下松瑞穂店 下松市瑞穂町３丁目－２ 0833-44-2235
山口県 トレンド書店下関長府店 下関市長府松小田本町 0832-48-4818
山口県 トレンド書店防府今宿店 防府市沖今宿２丁目１-３ 0835-24-7411
山口県 マイアミ書店光店 光市島田１－１７－１２ 0833-72-3011
香川県 大黒屋書店高松東ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 高松市林町２５３７－６ 087-866-7373
香川県 信長書店　宇多津店 綾歌郡宇多津町浜三番丁３７－２ 0877-43-5288
香川県 信長書店  香西店 高松市郷東町489-3 0878-81-3470
香川県 信長書店　木太店 高松市木太町5099番地11 087-869-7390
香川県 信長書店 善通寺店 善通寺市上吉田町３９４番地 0877-56-5222
香川県 信長書店　豊中店 三豊市豊中町笠田笠岡字松山３０４２－１ 0875-56-6611
香川県 信長書店  仏生山店 高松市三名町５－１ 0878-89-0988
香川県 信長書店　丸亀店 丸亀市土器町東７丁目１７８ 0877-85-6688
香川県 信長書店　牟礼店 高松市牟礼町牟礼242番地4 087-818-9111
香川県 ブックメイト郡家店 丸亀市郡家町１８６４－１ 0877-28-1700
愛媛県 書店・ヒート 東温市志津川1749-1 089-955-1785
愛媛県 シンク書店東長戸店 松山市東長戸4-8-33 089-924-6868
愛媛県 パレンケ 新居浜市久保田町3-10-35 0897-33-1396
愛媛県 ビデオ安売王伊予三島店 四国中央市三島金子2-9-43 0896-24-3758
愛媛県 ビデオ安売王宇和店 西予市宇和町加茂８５８ 0894-62-3301
愛媛県 ビデオ安売王　東予店 西条市三津屋東３－５ 0898-76-7122
徳島県 エビス堂鴨島店 吉野川市鴨島町上浦字中北401 0883-22-0777
徳島県 バローロ空港店 板野郡松茂町中喜来字十人歩２０－３ 088-699-9778
徳島県 エビス堂小松島店 小松島市中郷町前田８９－１ 0885-35-0680
徳島県 ブックマート国府店　 徳島市国府町南岩延字西野８９９番１ 088-642-5784
高知県 ＦＦアイランド　西店 高知市城山町１９８－１ 088-833-1560
高知県 未来書房朝倉店 高知市朝倉西町２丁目１－２５ 088-844-6222
高知県 未来書房　南国店 南国市大そね甲２１３９－１ 088-854-7166
福岡県 アクセル 糟屋郡志免町御手洗２丁目１１番１５号 092-623-7054
福岡県 ガラクタ王国　 直方市頓野西ケ崎3797-1 0949-28-2660
福岡県 Ｑ＆Ａ苅田店 京都郡苅田町富久町２丁目１－１５ 093-436-5757
福岡県 Ｑ＆Ａトップワン　志免店　 糟屋郡志免町南里２－１７－１８ 092-937-3661
福岡県 Ｑ＆Ａ宗像店 宗像市稲元3-1-12 0940-72-5678
福岡県 Ｑ＆Ａ八幡西店 北九州市八幡西区里中３－１－１５ 093-613-0610
福岡県 スタリオン本城店　 北九州市八幡西区力丸町 093-692-1444
福岡県 正直屋 福岡市南区大橋1丁目3-13-1F 092-552-0086
福岡県 ソフトマーケットＱ豊前店 豊前市四郎丸 0979-84-0218
福岡県 ＤＶＤコロシアム八女店 八女市本村2-1 0943-24-6500
福岡県 天神書店（福岡） 福岡市中央区天神２丁目６－３９ 092-716-7113
福岡県 バイパー 北九州市若松区青葉台南3-1-5 093-741-3812
福岡県 マンガ倉庫甘木店 朝倉市屋永４３２３－５ 0946-21-7666
福岡県 漫房　門司店　 北九州市門司区原町別院４－２５ 093-391-3999
福岡県 未知書房大宰府インター店 大野城市御笠川2-11-10 092-503-2083
福岡県 未來書房飯塚店 飯塚市太郎丸９１１ 0948-28-2003
福岡県 ゆのそＤＶＤ総合研究所 久留米市上津町2561 0942-21-2185
宮崎県 銀座書房宮崎本店 宮崎市吉村町北原甲1435-11 0985-29-7111
宮崎県 ムラムラ 東臼杵郡門川町加草2329-15 0982-63-2873
大分県 宝島書店 大分市鴛野字山ノ下1022-14 097-569-1180
佐賀県 赤坂書店　鳥栖本店 鳥栖市養父町477-11 0942-82-1891
佐賀県 ジャンプ書店 枡島郡江北町下小田 0952-86-5560
熊本県 ファンシードール 熊本市北区龍田弓削2-1-1 096-339-7820
熊本県 マニア本店 熊本市南区野田２－２８－１４ 096-357-6565
熊本県 未知書房長嶺店 熊本市東区長嶺南３丁目１－６ 096-386-7055
熊本県 WAO健軍店 熊本市健軍２－８－２１ 096-368-5897
長崎県 東京上野書屋諫早店 諫早市小野町166-1 0957-35-1118
鹿児島県 錦江(ｷﾝｺｳ)書店　　 鹿児島市錦江町２１－１５ 099-223-0122
鹿児島県 金太郎倶楽部鹿児島店 鹿児島市宇宿２丁目 099-258-3233
鹿児島県 ソフトマーケットＱ国分店 霧島市国分下井2299-11 0995-47-3388
鹿児島県 ｿﾌﾄﾏｰｹｯﾄQさつま川内店 薩摩川内市山之口町４７３４‐１ 0996-23-0993
鹿児島県 ソフトマーケットＱ天文館店 鹿児島市千日町1番地14号 099-227-2232
鹿児島県 大洋書店　高麗店 鹿児島市高麗町１５－２７ 099-259-5559
沖縄県 安市 那覇上間店 那覇市上間２０１ 098-833-8660
沖縄県 安市 ハンビー店 中頭郡北谷町北谷２丁目１－１０ 098-936-9312


