2019 WINTER FAIR
▶東京漫画社 COMICS ルビー セット◀
実施書店
都道府県

北海道

青森県

岩手県

宮城県
秋田県
山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

書店名
紀伊國屋書店 オーロラタウン店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 札幌店
蔦屋書店 木野店
アニメイト 札幌店
アニメイト 函館店
アニメイト 旭川店
アニメイト イオン釧路店
ヴィレッジヴァンガード イオン札幌発寒店
ヴィレッジヴァンガード イオン旭川西店
ヴィレッジヴァンガード イオン苫小牧店
喜久屋書店 帯広店
アニメイト 弘前店
アニメイト 八戸店
アニメイト 青森店
ヴィレッジヴァンガード イオン十和田店
ジュンク堂書店 盛岡店
アニメイト 盛岡店
ヴィレッジヴァンガード イオン盛岡南店
ヴィレッジヴァンガード イオンタウン釜石
喜久屋書店 仙台店
アニメイト 仙台店
ヴィレッジヴァンガード 仙台ロフト店
ＴＳＵＴＡＹＡ 能代店
アニメイト 秋田店
ヴィレッジヴァンガード イオン大曲店
こまつ書店 桜田店
アニメイト 山形店
ヴィレッジヴァンガード イオンモール天童
宮脇書店 ヨークタウン野田店
ジュンク堂書店 郡山店
アニメイト 福島店
アニメイト 郡山店
アニメイト イオンいわき
ヴィレッジヴァンガードイオンいわき小名浜
未来屋書店 西代店
アニメイト 水戸店
アニメイト イオンモール土浦店
ヴィレッジヴァンガード イオンつくば店
喜久屋書店 宇都宮店
アニメイト ロブレ小山店
アニメイト 宇都宮店
ヴィレッジヴァンガード ＳＳベルモール
アニメイト 高崎店
アニメイト イオンモール太田
ヴィレッジヴァンガードイオンモール高崎店
紀伊國屋書店 前橋店

都道府県

埼玉県

千葉県

書店名
ブックファースト ルミネ川越店
アニメイト 川口店
アニメイト 大宮コミック館
アニメイト イオン所沢
アニメイト 川越店
アニメイト 南越谷店
アニメイト イオンレイクタウン店
アニメイト ららぽーと富士見店
アニメイト 熊谷店
アニメイト モラージュ菖蒲店
ヴィレッジヴァンガード イオン浦和美園店
ヴィレッジヴァンガード イオン与野店
ヴィレッジヴァンガード 川越ルミネ店
くまざわ書店 松戸店
丸善 津田沼店
くまざわ書店 ららぽーと店
Ｂｏｏｋ＋サンモール旭店
ヴィレッジヴァンガード イオン千葉ＮＴ店
ＴＳＵＴＡＹＡ 佐倉店
三省堂書店 カルチャーステーション千葉店
アニメイト 柏店
アニメイト 津田沼店
アニメイト 松戸店
アニメイト 千葉店
アニメイト イオンモール船橋店
アニメイト アリオ柏
アニメイト イオンモール木更津店
ヴィレッジヴァンガード 津田沼パルコ店
ヴィレッジヴァンガード イオン市川妙典店
ヴィレッジヴァンガード マルイ柏ＶＡＴ店
ヴィレッジヴァンガード イオンモール幕張
コミックとらのあな 千葉店
コミックとらのあな 通信販売部

都道府県

東京都

神奈川県

書店名
三省堂書店 池袋本店
くまざわ書店コミックランドビーワン錦糸町
コミックとらのあな 池袋店Ｂ
ブックファースト ルミネ新宿店
啓文堂書店 府中本店
紀伊國屋書店 国分寺店
文教堂書店 京王八王子店
リブロ 国領店
コミコミスタジオ町田
ＮＥＴ２１今野西荻窪店
ＭＡＲＵＺＥＮ 多摩センター店
書泉グランデ
書泉芳林堂書店 高田馬場店
アニメイト 蒲田店
アニメイト 秋葉原本館
アニメイト 錦糸町店
アニメイト 八王子店
アニメイト 町田店
アニメイト 聖蹟桜ヶ丘オーパ
アニメイト 吉祥寺パルコ
アニメイト 立川店
アニメイト イオンモールむさし村山
アニメイト 新宿店
アニメイト 渋谷店
アニメイト 池袋本店
ヴィレッジヴァンガード ＶーＦＯＲＴ
ヴィレッジヴァンガード イオン日の出店
ヴィレッジヴァンガード 渋谷本店
ヴィレッジヴァンガード 高円寺店
ホーリンラブブックス
コミックとらのあな 秋葉原店Ｂ
文教堂書店 浜松町店
書泉ブックタワー
ブックファースト ルミネ北千住店
アニメガ 池袋マルイ店
オリオン書房 ノルテ店
八重洲ブックセンター アリオ葛西店
ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 橋本店
ブックポート２０３ 大和店
あおい書店 上大岡店
天一書房 日吉店
有隣堂 横浜駅西口店
有隣堂 藤沢店
文教堂書店 溝ノ口本店
アニメイト 小田原店
アニメイト 横浜ビブレ
アニメイト オンラインショップ
アニメイト 本厚木店
アニメイト 横須賀店
アニメイト 藤沢店
アニメイト マルイファミリー海老名店
アニメイト 川崎店
アニメイト 新百合ヶ丘オーパ
ヴィレッジヴァンガード 川崎チッタ店

都道府県
新潟県
富山県

石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

書店名
アニメイト 長岡店
ジュンク堂書店 新潟店
喜久屋書店 高岡店
ＢＯＯＫＳなかだ 本店 コミックラボ
アニメイト 富山店
文苑堂書店 富山豊田店
文苑堂書店 示野本店
アニメイト 金沢店
ヴィレッジヴァンガード イオン金沢示野店
ＳｕｐｅｒＫａＢｏＳ 敦賀店
アニメイト 福井店
アニメイト 甲府店
ヴィレッジヴァンガード イオン甲府昭和店
文教堂 ＪＯＹ松本店
アニメイト 長野店
アニメイト 松本パルコ
ＡＣＡＤＥＭＩＡ 大垣店
丸善 岐阜店
ヴィレッジヴァンガード カラフルタウン
アマノ 有玉店
あおい書店（らくだ） 富士店
江崎書店 袋井店
谷島屋 ららぽーと磐田店
アニメイト 沼津店
アニメイト イオンモール富士宮店
アニメイト 静岡パルコ
アニメイト 浜松店
アニメイト イオン浜松市野店
ヴィレッジヴァンガード イオン富士南店
ヴィレッジヴァンガード 静岡パルコ店
コミックとらのあな 名古屋店
未来屋書店 ナゴヤドーム前店
ＴＳＵＴＡＹＡ ウイングタウン岡崎店
精文館書店 蒲郡三谷店
ジュンク堂書店 ロフト名古屋店
ＴＳＵＴＡＹＡ バロー戸田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 春日井店
ＴＳＵＴＡＹＡ 瀬戸店
アニメイト 豊橋店
アニメイト 豊田店
アニメイト 東岡崎店
アニメイト イオンモール大高店
アニメイト 名古屋パルコ
アニメイト 名古屋店
アニメイト 金山店
ヴィレッジヴァンガード イオン扶桑店
ヴィレッジヴァンガード アピタ江南店
ヴィレッジヴァンガードイオンナゴヤＤ前店
ヴィレッジヴァンガードリーフウォーク稲沢
宮脇書店 津ハッピーブックス店
ＴＳＵＴＡＹＡ 鈴鹿中央通店
アニメイト 四日市店
アニメイト イオンモール桑名店
ヴィレッジヴァンガード イオン津城山店
宮脇書店 久居インター店

都道府県
滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

書店名
大垣書店 フォレオ大津一里山店
ジュンク堂書店 滋賀草津店
喜久屋書店 草津店
アニメイト アルプラザ草津店
くまざわ書店 桃山店
大垣書店 京都ヨドバシ店
ＭＡＲＵＺＥＮ 京都本店
アニメイト 京都店
アニメイト アバンティ京都店
ヴィレッジヴァンガード 京都新京極店
ヴィレッジヴァンガードイオンモール京都店
ヴィレッジヴァンガード アルプラザ城陽店
コミックとらのあな 京都店
大垣書店 イオンモール京都桂川店
コミックとらのあな なんば店Ｂ
喜久屋書店 漫画館阿倍野店
ジュンク堂書店 難波店
大垣書店 高槻店
紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
旭屋書店 なんばＣＩＴＹ店
キタモト書店 ２号店
未来屋書店 小阪店
文教堂 ＪＯＹ梅田ロフト店
ジュンク堂書店 天満橋店
ジュンク堂書店 大阪本店
アニメイト 枚方店
アニメイト 高槻店
アニメイト 京橋店
アニメイト 天王寺店
アニメイト 布施店
アニメイト 大阪日本橋店
アニメイト 梅田店
ヴィレッジヴァンガードイオンりんくう泉南
ヴィレッジヴァンガード イオン喜連瓜破店
ヴィレッジヴァンガード 茨木ビブレ店
ヴィレッジヴァンガード あべのキューズ
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅田店
コミックとらのあな 梅田店
ＮＥＴ２１宝塚サンクスソリオ店
ジュンク堂書店 三宮店
ジュンク堂書店 姫路店
アニメイト 三宮店
アニメイト 姫路店
アニメイト 川西店
アニメイト イオン明石店
ヴィレッジヴァンガード イオンＭ神戸北店
ヴィレッジヴァンガード イオン伊丹昆陽店
ヴィレッジヴァンガードイオンＭ姫路ＲＣ店
ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店
コミックとらのあな 三宮店

都道府県
奈良県
和歌山県

鳥取県

島根県
岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県
愛媛県
高知県

書店名
喜久屋書店 橿原店
アニメイト 奈良店
未来屋書店 和歌山店
アニメイト 和歌山店
ヴィレッジヴァンガードイオンモール和歌山
今井書店 湖山メディア館
アニメイト イオン米子駅前店
ヴィレッジヴァンガード イオン米子駅前店
ヴィレッジヴァンガード イオン日吉津店
アニメイト イオン松江店
ヴィレッジヴァンガード イオン松江店
ヴィレッジヴァンガード ゆめタウン出雲店
喜久屋書店 倉敷店
啓文社 岡山本店
アニメイト 岡山店
フタバ図書 ＧＩＧＡ広島駅前店
フタバ図書 ＡＬＴｉ福山本店
コミコミスタジオ通販
ジュンク堂書店 広島駅前店
アニメイト 広島店
アニメイト フジグラン東広島店
アニメイト 福山店
ヴィレッジヴァンガード イオンＭ広島府中
ヴィレッジヴァンガード フジグラン神辺店
コミックとらのあな 広島店
宮脇書店 徳山店
アニメイト イオン防府店
ヴィレッジヴァンガードゆめタウン南岩国店
明屋書店 ＭＥＧＡ新下関店
ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣 徳島店
南海ブックス
アニメイト 徳島店
ヴィレッジヴァンガード フジグラン北島店
ヴィレッジヴァンガード 徳島クレメント
宮脇書店 本店
アニメイト 高松店
ヴィレッジヴァンガードイオンモール綾川店
ヴィレッジヴァンガード ゆめタウン丸亀店
アニメイト 松山店
ヴィレッジヴァンガード フジグラン今治店
アニメイト 高知店
ヴィレッジヴァンガードイオンモール高知店

都道府県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
通販

書店名
福岡金文堂 行橋店
紀伊國屋書店 福岡本店
喜久屋書店 小倉店
フタバ図書 ＴＥＲＡイオンモール福岡店
ＢＯＯＫＳあんとく みずま店
ジュンク堂書店 福岡店
アニメイト 小倉店
アニメイト 福岡天神店
アニメイト イオンモール筑紫野
ヴィレッジヴァンガード イオン若松店
ヴィレッジヴァンガード イオン八幡東店
ヴィレッジヴァンガード イオン大野城店
アニメイト モラージュ佐賀店
ヴィレッジヴァンガード イオン佐賀大和店
ＴＳＵＴＡＹＡ 遊ＩＮＧ浜町店
アニメイト 長崎店
アニメイト 佐世保店
ヴィレッジヴァンガード イオン大塔店
ヴィレッジヴァンガード させぼ五番街
アニメイト 熊本店
ヴィレッジヴァンガード イオンモール熊本
ヴィレッジヴァンガードゆめタウンはません
ヴィレッジヴァンガード イオン錦店
アニメイト 大分店
アニメイト 宮崎店
蔦屋書店 宮崎高千穂通り
アニメイト 鹿児島店
ブックスミスミ オプシア店
山形屋
未来屋書店 沖縄ライカム店
アニメイト 那覇国際通り店
ヴィレッジヴァンガード イオン北谷店
とらのあな
ホーリンラブブックス
コミコミスタジオ

