2018 SUMMER FAIR
▶市川けい COMICS ◀
実施書店
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MARUZEN＆ジュンク堂書店 札幌店
アニメイト 札幌店
帯広喜久屋書店
函館 蔦屋書店
蔦屋木野店
ＴＳＵＴＡＹＡ あいの里店
三省堂書店 札幌店
未来屋書店 桑園店
アニメイト 青森店
未来屋書店 十和田店
蔦屋書店 盛岡店
ブックスアメリカン北上店
TSUTAYA 一関店
MORIOKA TSUTAYA
喜久屋書店 仙台店
TSUTAYA 愛子店
アニメイト 仙台店
ジュンク堂書店 秋田店
ミライア本荘店
みどり書房 桑野店
アニメイト 郡山店
WonderGOO TSUTAYA ひたち野うしく店
WonderGOO 守谷店
WonderGOO 下館店
WonderGOO つくば店
くまざわ書店 宇都宮店
藤岡戸田書店
蔦屋書店 前橋みなみモール店
蔦屋書店 伊勢崎宮子店
喜久屋書店 太田店
アニメイト 高崎店
戸田書店 桐生店
紀伊國屋書店 川越店
明文堂書店 レイクタウン店
アニメイト 大宮コミック館
須原屋 川口前川店
BookDepot書楽
文教堂 川口駅店
アニメイト 千葉店
有隣堂 アトレ新浦安店
アニメイト 津田沼店
アニメイト 柏店
ACADEMIAくまざわ書店 津田沼パルコ店
丸善 津田沼店
BOOK EXPRESS Dila西船橋店
WonderGOO 千葉NT店
くまざわ書店 ららぽｰと船橋
紀伊國屋書店 豊洲店
文教堂 二子玉川店
紀伊國屋書店 国分寺店
ブックファースト ルミネ北千住店
三省堂書店 池袋本店
くまざわ書店 コミックランド錦糸町

東京都

神奈川

新潟県

富山県

アニメイト AKIBAガールズステーション
アニメイト 秋葉原店
アニメイト 吉祥寺店
アニメイト 立川店
アニメイト 新宿店
アニメイト 渋谷店
アニメイト 池袋店
アニメイト 蒲田店
ソリッド＆リキッド コミコミスタジオ町田店
とらのあな 池袋店B
書泉ブックタワー
丸善 丸の内本店
芳林堂書店 高田馬場店
書泉グランデ
アニメイト 町田店
旭屋書店 池袋店
福家書店 アリオ北砂店
紀伊國屋書店 新宿本店
ジュンク堂書店 池袋本店
住吉書房 小岩店
くまざわ書店 西八王子店
オリオン書房 ルミネ店
BOOK EXPRESS赤羽店
有隣堂 ヨドバシAKIBA店
オリオン書房 ノルテ店
明正堂 アトレ上野店
とらのあな 町田店
文教堂 南大沢店
丸善 多摩センター店
ブックファースト ルミネ新宿店
アニメガ 池袋マルイ店
有隣堂 アトレ川崎店
天一書房 日吉店
有隣堂 戸塚モディ店
アニメイト 横浜店
アニメイト 藤沢店
アニメイト 川崎店
文教堂 溝ノ口本店
ブックファースト モザイクモール港北店
八重洲ブックセンター 京急上大岡店
ブックファースト 青葉台店
ブックファーストボーノ相模大野店
くまざわ書店 橋本店
有隣堂 テラスモール湘南店
有隣堂 藤沢店
ジュンク堂書店 新潟
蔦屋書店 佐渡佐和田店
紀伊國屋書店 新潟店
明文堂書店 富山新庄経堂店
明文堂書店 新入善店
BOOKSなかだ コミック・ラボ
文苑堂書店 小杉店
文苑堂書店 福田本店

石川県 喜久屋書店 高岡店
ブック宮丸 金沢南店
福井県
TSUTAYA ワイプラザ武生店
山梨県 SuperKaBoS 新二の宮店
郎月堂
文教堂 JOY松本
長野県 平安堂 若槻店
アニメイト 長野店
平安堂 あづみ野店
文教JOY松本
岐阜県 アニメイト 岐阜店
丸善 岐阜店
ACADEMIA 大垣店
焼津谷島屋 登呂田店
アマノ三方原店
静岡県
MARUZEN＆ジュンク堂書店 新静岡店
アニメイト 静岡店
谷島屋 ららぽｰと磐田
谷島屋 イオンモール浜松志都呂店
アニメイト 豊橋店
くまざわ書店 長久手店
アニメイト 栄店
アニメイト 名古屋店
星野書店 近鉄パッセ店
愛知県
草叢BOOKS 新守山店
ジュンク堂書店 ロフト名古屋店
精文館書店 本店
宮脇書店 尾西店
とらのあな 名古屋店
未来屋書店 名古屋茶屋
三重県 TSUTAYA ミタス伊勢店
滋賀県 大垣書店 フォレオ大津一里山店
未来屋書店 高の原店
喜久屋書店 漫画館京都店
京都府 アニメイト 京都店
大垣書店 亀岡店
文教堂書店京都店
ブックファースト 四条大宮店
ジュンク堂書店 大阪本店
ジュンク堂書店 天満橋
枚方蔦屋書店 コミック館
キタモト書店2号店
ﾊｲﾊﾟｰﾌﾞｯｸｽ 茨木店
紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
アニメイト 京橋店
アニメイト 天王寺店
アニメイト 大阪日本橋店
大阪府
アニメイト 梅田店
MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店
ジュンク堂書店 難波店
福家書店 アリオ鳳店
ヒバリヤ書店CLヒバリヤ
喜久屋書店 心斎橋
ブックファーストコミックランド 梅田店
喜久屋書店 漫画館阿倍野店
紀伊國屋書店 加古川店
文教堂 JQ STORE心斎橋OPA店

ジュンク堂書店 天満橋
大阪府 大垣書店 高槻店
正和堂 鶴見店
アニメイト 姫路店
ジュンク堂書店 姫路
アニメイト 三宮店
アニメイト 明石店
ブックランドサンクス 宝塚ソリオ店
ジュンク堂書店 西宮
兵庫県 ジュンク堂書店 三宮駅前店
ﾌﾞｯｸﾌｧｰｽﾄ 阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ店
くまざわ書店 加古川店
SHIBUYA TSUTAYA
紀伊國屋書店 神戸店
リブロ 明石店
ジュンク堂書店 姫路
喜久屋書店 橿原店
奈良県
喜久屋書店 大和郡山店
和歌山県 くまざわ書店 和歌山MIO店
今井書店 吉成店
鳥取県 本の学校今井ブックセンター
今井書店 グループセンター店
喜久屋書店 漫画館 倉敷店
岡山県
アニメイト 岡山店
フタバ図書 TERA広島府中店
アニメイト 広島店
広島県 丸善 広島店
コミコミスタジオ 広島店
ヴィレッジヴァンガード 広島府中店
香川県 くまざわ書店 高松店
明屋書店 ＭＥＧＡ西の土居店
アニメイト 松山店
愛媛県
明屋書店 松山本店
明屋書店 喜田村店
蔦屋書店 福岡空港店
紀伊國屋書店 福岡本店
明屋書店 伊加利店
ブックセンター ほんだ
アニメイト 小倉店
アニメイト 福岡天神
福岡県 アニメイト 筑紫野店
丸善 博多店
フタバ図書 ＴＥＲＡ福岡東店
喜久屋書店 小倉店
福家書店 福岡木の葉モール橋本店
金文堂 イオン唐津店
アニメイト 長崎店
アニメイト 熊本店
熊本県 蔦屋書店 小川町
蔦屋書店 熊本三年坂
アニメイト 大分店
大分県
くまざわ書店 大分店
宮崎県 蔦屋書店 宮崎高千穂通り店
山形屋書店書籍売場
アニメイト 鹿児島店
鹿児島県
丸善 天文館店
紀伊國屋書店 鹿児島店

明屋書店 川内店
鹿児島県 丸善 天文館店
ミスミ オプシア
アニメイト 那覇国際通り店
沖縄県
ジュンク堂書店 那覇店
ホーリンラブブックス
通販
コミコミスタジオ

