2019 FEBRUARY FAIR
▶のばらあいこ COMICS◀
実施書店

北海道
青森県
岩手県
宮城県

秋田県
山形県
茨城県

栃木県
群馬県
埼玉県

千葉県

東京都

MARUZEN＆ジュンク堂書店 札幌店
アニメイト 札幌店
ヴィレッジヴァンガード 札幌エスタ店
紀伊國屋書店 オーロラタウン店
喜久屋書店 帯広店
ヴィレッジヴァンガードイオンモール 盛岡南
ジュンク堂書店 盛岡店
ブックスアメリカン北上店
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
ブックタウン 角田店
喜久屋書店 仙台店
ヴィレッジヴァンガード イオンモール秋田店
ヴィレッジヴァンガード 秋田OPA店
ジュンク堂書店 秋田店
ミライア本荘店
ヴィレッジヴァンガード イオンモール天童
ヴィレッジヴァンガード イーアスつくば
ヴィレッジヴァンガード イオンモールつくば店
ヴィレッジヴァンガード イオンモール水戸店
ヴィレッジヴァンガード イオンモール土浦店
ヴィレッジヴァンガードイオンモール下妻
ヴィレッジヴァンガード SS 宇都宮ベルモール店
喜久屋書店 宇都宮店
アニメイト 高崎店
ヴィレッジヴァンガード イオンモール高崎店
ヴィレッジヴァンガード スマーク伊勢崎店店
戸田書店 高崎店
BookDepot書楽
ヴィレッジヴァンガード川越ルミネ
ACADEMIAくまざわ書店 津田沼パルコ店
アニメイト 千葉店
アニメイト 津田沼店
アニメイト 柏店
ヴィレッジヴァンガード イオンモール幕張新都心店
ヴィレッジヴァンガード イオン市川妙典店
丸善 津田沼店
紀伊國屋書店 流山おおたかの森店
有隣堂 アトレ新浦安店
SHIBUYA TSUTAYA
BOOK EXPRESS赤羽店
アニメイト 吉祥寺店
アニメイト 秋葉原店
アニメイト 渋谷店
アニメイト 新宿店
アニメイト 池袋本店
アニメイト 町田店
アニメイト 八王子店
アニメイト 立川店
アニメガ 池袋マルイ店
ヴィレッジヴァンガード イオンモールむさし村山店
ヴィレッジヴァンガード 下北沢店
ヴィレッジヴァンガード 自由が丘店
ヴィレッジヴァンガード 渋谷本店

東京都

神奈川県

新潟県

富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県

オリオン書房 ノルテ店
オリオン書房 ルミネ店
くまざわ書店 コミック・ビーワン
くまざわ書店 コミックランドビーワン錦糸町
くまざわ書店 大泉学園店
ジュンク堂書店 池袋本店
コミコミスタジオ町田店
とらのあな 池袋店B
とらのあな 町田店
ブックス・ルーエ
ブックファースト 新宿店
ブックファースト ルミネ新宿店
旭屋書店 池袋店
丸善 多摩センター店
紀伊國屋書店 国分寺店
紀伊國屋書店 新宿本店
紀伊國屋書店 豊洲店
啓文堂書店 府中店
住吉書房 小岩店
書泉グランデ
書泉ブックタワー
福家書店 新宿サブナード コミックストア
文教堂 二子玉川店
芳林堂書店 高田馬場店
明正堂 アトレ上野店
有隣堂 錦糸町店
有隣堂 町田モディ店
あおい書店 上大岡店
アニメイト 横浜店
アニメイト 藤沢店
ヴィレッジヴァンガード 横浜ワールドポーターズ店
くまざわ書店 湘南台店
丸善 ラゾーナ川崎
有隣堂 アトレ川崎店
有隣堂 コミック王国横浜駅西口店
有隣堂 テラスモール湘南店
有隣堂 ミウィ橋本店
有隣堂 戸塚モディ店
有隣堂 厚木店
有隣堂 藤沢店
アニメイト 新潟店
ジュンク堂書店 新潟
BOOKSなかだ コミックラボ
ヴィレッジヴァンガード イオンモール高岡店
ヴィレッジヴァンガード ファボーレ店
喜久屋書店 高岡店
文苑堂書店 小杉店
ヴィレッジヴァンガード 金沢PATIO店
SuperKaBoS 新二の宮店
ヴィレッジヴァンガード 西武福井店
ヴィレッジヴァンガード ラザウォーク甲斐双葉店
アニメイト 長野店
文教堂 JOY松本店
平安堂 あづみ野店

岐阜県 アニメイト 岐阜店
アマノ三方原店
ヴィレッジヴァンガード 静岡パルコ店
静岡県
谷島屋 ららぽーと磐田店
谷島屋書店 イオンモール浜松志都呂店
アニメイト 栄店
アニメイト 名古屋店
ヴィレッジヴァンガード mozoワンダーシティ店
ヴィレッジヴァンガード アスナル金山店
ヴィレッジヴァンガード イオンモールナゴヤドーム前店
ヴィレッジヴァンガードイオンモール 大垣店
愛知県
ジュンク堂書店 ロフト名古屋店
とらのあな 名古屋店
三省堂書店 名古屋本店
星野書店 近鉄パッセ店
精文館書店 本店
未来屋書店 名古屋茶屋店
ヴィレッジヴァンガード イオンモール東員店
三重県
ブックスアルデ
滋賀県 大垣書店 フォレオ大津一里山店
アニメイト 京都店
アニメガ JQストア京都店
京都府 ヴィレッジヴァンガードイオンモール KYOTO店
ブックファースト 西院店
大垣書店 イオンモールKYOTO店
MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店
TSUTAYA EBISUBASHI
アニメイト 京橋店
アニメイト 天王寺店
アニメイト 日本橋店
アニメイト 梅田店
ヴィレッジヴァンガード あべのキューズモール
ヴィレッジヴァンガード イオンモールりんくう泉南店
ヴィレッジヴァンガード 京阪くずはモール店
ヴィレッジヴァンガード 四条畷店
キタモト書店 2号店
コミックとらのあな 大阪なんば店B
大阪府 ジュンク堂書店 天満橋店
ジュンク堂書店 難波店
ヒバリヤ書店 コミックランドヒバリヤ
ブックファースト 豊中店
ブックファースト 六本木店
ブックファーストコミックランド 梅田店
ブックファースト梅田２階店
リブロ イオンモール鶴見店
旭屋書店 なんばCITY店
喜久屋書店 漫画館阿倍野店
紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
紀伊國屋書店 堺北花田店
大垣書店 高槻店
アニメイト 三宮店
ヴィレッジヴァンガード イオンモール神戸北店
兵庫県 ブックバーン 東山店
ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店
紀伊國屋書店 神戸店

奈良県
和歌山県

鳥取県

鳥取県

岡山県

広島県

徳島県
香川県
愛媛県
高知県

福岡県

長崎県
大分県
鹿児島県
沖縄県
通販

ヴィレッジヴァンガード イオンモール大和郡山店
喜久屋書店 橿原店
ヴィレッジヴァンガード イオンモール和歌山店
ヴィレッジヴァンガード イオンモール日吉津店
ヴィレッジヴァンガード イオン米子駅前店
ブックヤードチャプター１
今井書店 パープルタウン店
今井書店 吉成店
今井書店 錦町店
今井書店 湖山メディア館
今井書店 グループセンター店
今井書店 出雲店
喜久屋書店 漫画館 倉敷店
宮脇書店 総社店
啓文社 岡山本店
津山ブックセンター
アニメイト 広島店
ヴィレッジヴァンガード フジグラン神辺店
ヴィレッジヴァンガード 広島段原SC店
ヴィレッジヴァンガード 広島府中店
コミコミスタジオ
コミックとらのあな 広島店
ジュンク堂書店 広島駅前店
カルチャーシティ 平惣小松島店
南海ブックス
ヴィレッジヴァンガード ゆめタウン丸亀店
ヴィレッジヴァンガード フジグラン今治
宮脇書店 イオン高知店
アニメイト 福岡天神店
ヴィレッジヴァンガード福岡パルコ
ブックセンタークエスト 小倉本店
丸善 博多店
喜久屋書店 小倉店
紀伊國屋書店 福岡本店
白石書店 ゆめタウン遠賀店
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 させぼ五番街店
ヴィレッジヴァンガード大分わさだタウン
ブックスミスミ オプシア
紀伊國屋書店 鹿児島店
ヴィレッジヴァンガード イオン那覇店
ジュンク堂書店 那覇店
コミコミスタジオ
ホーリンラブブックス

