北海道
安市 太平店
ワンマンシアター 高架下東一丁目店
札幌竜川書店 宮の沢店
スポット 豊平店
スポット 厚別店
青森県
東京書店 東バイパス店
東京書店 弘前店
ドリームボーイ 弘前城東店
宮城県
スーパーダブルエックス 北山駅前店
スーパーダブルエックス 宮城野店
スーパーダブルエックス 仙台本店
スーパーダブルエックス 泉インター店
スーパーダブルエックス 石巻中里店
スーパーダブルエックス 多賀城店
スーパーダブルエックス 築館店
スーパーダブルエックス 古川バイパス店
スーパーダブルエックス 古川北店
スーパーダブルエックス 古川東店
スーパーダブルエックス 大河原店
スーパーダブルエックス 船岡店
秋田県
スターブックス R7号飯島店
スターブックス 広面店
山形県
東京書店 山形西店
メディアゾーン 桜田店
スーパーダブルエックス 天童店
茨城県
みのり書房 日立店
みのり書房 ひたちなか店
神田書店 新守谷店
栃木県
利根書店 足利店
さくら書店 本店
埼玉県
利根書店 熊谷店
東幼書店 川口店
東京書店 狭山店
千葉県
アニメイト 津田沼店
神田書店 流山店
太陽書店 富津店
フロンティア 酒々井店
東京都
オータムリーフ
メロンブックス秋葉原店
COMIC ZIN 秋葉原店
K－BOOKS 秋葉原新館
COMIC ZIN 新宿店
たちばな書店 新宿西口店
大和書店
ホビーサーチ
たちばな書店 蒲田店
BOOKS プライド
神奈川県
ブックパーク 鶴見店
買取販売市場ムーラン 横浜西口店
たちばな書店 京急川崎店
フレンズ 稲田堤店
フレンズ書店 横須賀佐原インター店
たちばな書店 藤沢店
たちばな書店 小田原ドン・キホーテ店
新潟県
東京書店 松崎店
安市 女池店
東京書店 新潟小新店
大黒屋書店 新潟平島店
宝書店 新発田店
ブックワンダー 十日町店

北海道札幌市北区太平五条１－３－３
北海道札幌市東区北６条東１－１－１０ JR高架下
北海道札幌市西区宮の沢２条４－７－２０
北海道札幌市豊平区豊平三条２－１－４０
北海道札幌市厚別区厚別中央三条５－８－６

011-770-6411
011-200-6060
011-669-5666
011-818-1540
011-896-0540

青森県青森市矢田前弥生田２０－３
青森県弘前市城東北４－５－６

017-737-3101
0172-31-2108
050-3437-4250

宮城県仙台市青葉区山手町１１－４０
宮城県仙台市若林区木ノ下３－１－１０
宮城県仙台市若林区遠見塚東４－８
宮城県仙台市泉区七北田大沢木戸５１
宮城県石巻市東中里３－２－５
宮城県多賀城市町前１－４－１２
宮城県栗原市志波姫堀口見渡９－１－１０
宮城県大崎市古川字青塚９３－４
宮城県大崎市古川荒谷字本町東４０
宮城県大崎市古川駅東１－６－１６
宮城県柴田郡大河原字新南６２－１４
宮城県柴田郡柴田町西船迫２－２－６

022-303-4177
022-292-8660
022-781-1575
022-772-8701
0225-98-5589
022-385-7680
0228-23-7880
0229-21-7660
0229-28-4655
0229-21-2388
0224-51-3960
0224-59-3272

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼４１０－３
秋田県秋田市広面字樋ノ沖８２－２

018-873-7334
018-836-6605

山形県山形市あかねヶ丘３－４－１５
山形県天童市北久野本２－９－３６

023-666-7415
023-629-9660
023-651-6255

茨城県日立市森山町３－７－１７
茨城県ひたちなか市東石川３１２５－１４
茨城県守谷市立沢１１３１－６

0294-85-8900
029-274-3341
0297-20-0220

栃木県足利市福居町３１０－１
栃木県小山市西城南３－１４－１

0284-64-7900
0285-27-1423

埼玉県熊谷市円光１－３－１３
埼玉県川口市本町４－２－８ 光ビル１F
埼玉県狭山市水野４４２－７

048-526-3033
048-299-6771
04-2950-6213

千葉県習志野市谷津１－１６－１ モリシアビルレストラン棟５Ｆ
千葉県流山市前ケ崎字宮本６３１－１
千葉県富津市青木１２３３－３
千葉県印旛郡酒々井町本佐倉１－１

047-403-2424
04-7170-7015
0439-80-1421
043-497-1007

東京都千代田区外神田１−１０−２ コタキビル
東京都千代田区外神田１－１０－５ 廣瀬本社ビルＢ１Ｆ
東京都千代田区外神田１−１１−７
東京都千代田区外神田１−１５－１６ ラジオ会館３F
東京都新宿区西新宿１－１２－１１ 山銀ビル５F
東京都新宿区西新宿１－１４−３ コジマシールビル１Ｆ
東京都文京区千石３－１７－１３ 小林ビル１F
東京都台東区三筋１－１－１９ 玉田ビル５F
東京都大田区西蒲田７－４－４ 小山第二ビル２Ｆ
東京都世田谷区南烏山６－２１－１ 小山ミューハイツ１F

03-5256-8765
03-5295-7060
03-5298-5390
03-5297-5065
03-3344-5392
03-3346-1180
03-5319-0882
03-5833-3533
03-5480-0599
03-3305-7201

神奈川県横浜市 鶴見区鶴見中央５－１１－１９
神奈川県横浜市西区南幸１－５－２９ 第2大洋ビル２F
神奈川県川崎市川崎区砂子１－８－６
神奈川県川崎市多摩区菅３－６－６
神奈川県横須賀市佐原３－２１−２０
神奈川県藤沢市南藤沢２０－１０ サンシャインタヒチビルＢ１
神奈川県小田原市栄町２－８－１５

045-508-2737
045-620-6501
044-210-0444
044-945-2818
046-838-5922
04-6654-0522
0465-20-0323

新潟県新潟市東区新松崎３－１－６
新潟県新潟市中央区女池１８０３
新潟県新潟市西区小新南１－２−２３
新潟県新潟市西区平島３丁目７－１
新潟県新発田市小舟町１－１５－２
新潟県十日町市高山７９２－１

025-256-7112
025-284-2000
025-234-6811
025-231-2333
0254-21-0234
025-752-0600

青森県弘前市青山１－１９－３

山形県山形市桜田東３－６－８

福井県
零式書店 福井南店
安市 春江店
山梨県
童夢書店 甲府本店
岐阜県
零式書店 岐阜茜部店
零式書店 大垣店
零式書店 各務原店
零式書店 岐南店
静岡県
OFF&OFF 池田店
綾波書店 静岡初号店
愛知県
零式書店 上前津２号店
零式書店 鳴海店
零式書店 豊橋店
あきば書店 桂店
零式書店 一宮２２号バイパス店
東京書店 一宮店
零式書店 一宮森本店
あきば書店 御油店
零式書店 刈谷店
零式書店 尾張旭店
グッドフェローズ おわりあさひ店
零式書店 大口店
三重県
東京書店 津店
零式書店 鈴鹿店
大阪府
信長書店 大阪駅前第一ビル店
兵庫県
湘南宝書店 尼崎店
ビデオの穴場ZIPANG 三田南が丘店
徳島県
南海ブックス ２号店
香川県
信長書店 宇多津店
愛媛県
シンク書店 東長戸店
シンク書店 平井店
シンク書店 森松店
シンク書店 余戸店
シンク書店 八幡浜店
シンク書店 飯岡店
シンク書店 西条店
シンク書店 大洲店
シンク書店 三島店
シンク書店 松前店
シンク書店 砥部店
福岡県
スタリオン 中井店
プレミアム博多 ファンシー館
Booksあんとく 三潴店
鹿児島県
プレミアム 隼人国分店
通販
DMM（アダルトブック通販）
まんが王（通信販売：アダルト）

福井県福井市種池２－６１１
福井県坂井市春江町江留中３９－１４

0776-33-3851
0776-51-9911

山梨県甲府市上阿原４４４－２

055-221-0656

岐阜県岐阜市六条江東２－１－５
岐阜県大垣市楽田町３－７４
岐阜県各務原市鵜沼羽場町３－１－３
岐阜県羽鳥郡岐南町八剣７－１０

058-278-355１
0584-74-6560
058-379-4117
058-240-3311

静岡県静岡市駿河区池田６４６－２
静岡県焼津市三ケ名１６６５－１

054-263-6002
054-621-1777

愛知県名古屋市中区大須３－３１－２８ 山惣ビル２－3F
愛知県名古屋市緑区篭山３－１１１
愛知県豊橋市下地町瀬上１７－３
愛知県豊橋市中橋良町７７－１
愛知県一宮市朝日３－５－４
愛知県一宮市開明流５０－１
愛知県一宮市森本５－３３－１２
愛知県豊川市御油町行カ２７－１
愛知県刈谷市中手町６－２０３
愛知県尾張旭市庄中町１－１０－１２
愛知県尾張旭市東本地ケ原町２－１３５
愛知県丹羽郡大口町上小口２－１４３－３

052-251-3992
052-875-2060
0532-55-4250
0532-37-7222
0586-26-3891
0586-46-6699
0586-23-2611
0533-88-5144
0566-62-6735
0561-55-7698
0561-52-1880
0587-96-1292

三重県津市雲出本郷町１７３５－１
三重県鈴鹿市白子３－１７－１

059-234-2233
059-388-6336

大阪府大阪市北区梅田１−３−１ 大阪駅前第一ビル

06-6346-7334

兵庫県尼崎市大庄西町１－９－１
兵庫県三田市南が丘１−４０－１５

06-4869-1989
079-553-8533

徳島県徳島市寺島本町西１－５９ ポッポ街商店街２F

088-652-0320

香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁３７－２

0877-43-5288

愛媛県松山市東長戸４－８－３３
愛媛県松山市平井町２２９１－１
愛媛県松山市森松町６６４－１
愛媛県松山市余戸南１－２０－２９
愛媛県八幡浜市郷３－４３－３
愛媛県西条市飯岡３４５７－３
愛媛県西条市喜多川７５３－５
愛媛県大洲市東大洲２９５
愛媛県四国中央市寒川４２３
愛媛県松前町上高柳５９３－１
愛媛県砥部町高尾田４７０－４

089-924-6868
089-905-9888
089-969-1883
089-974-0008
0894-29-1281
0897-53-6889
0897-56-7588
0893-23-1881
0896-28-8818
089-961-8889
089-905-7878

福岡県北九州市小倉北区中井５－１７－１５
福岡県福岡市南区大楠１－３０－２６
福岡県久留米市三潴町早津崎８９２

093-591-8844
092-524-7171
0942-64-5656

鹿児島県霧島市隼人町住吉１９１４

0995-42-3423

http://www.dmm.co.jp/mono/book/
http://www.mangaoh.co.jp/adult/

