デリーター取扱店舗情報の新規掲載・更新は、随時受け付けております。
店舗によって取扱い商品が異なります。ご了承ください。
アニメイト 旭川店
コーチャンフォー 旭川店
アークオアシスデザイン 大麻店
受川
ウサミ コハタ
岡書 イーストモール店
TSUTAYA 木野店
コヤナギ
東武 イーストモール店
コーチャンフォー 北見店
山一佐藤紙店
リラィアブルブックス ルート38号店
コーチャンフォー 釧路店
コーチャンフォー 新川通り店
コーチャンフォー 美しが丘店
文教堂 北野店
ロフト 札幌店
大丸藤井セントラル
アニメイト 札幌店
コーチャンフォー ミュンヘン大橋店
ダイヤ書房 本店
文教堂 北49条店
東武 サウスヒルズ店
(株)和歌
喜久屋書店 ブックジャムすみよし店
北文館本店
アニメイト 函館店
(株)石田文具
平林紙店
藤井文具店
計文堂
成田本店 しんまち店
アニメイト 青森店
アニメイト 八戸店
秋田彩画堂
アニメイト 秋田店
えのぐ屋
Book Boy 大船渡店
アルテマルカン桜台店 エムズデポ
エムズ・エクスポ盛岡
アニメイト 盛岡店
キクチ画房
くまがい
アニメイト 山形店
(株)金港堂 石巻店
市川紙店
青葉画荘 ANNEX青葉通り店
(株)キクチ
仙台ロフト
文教堂アニメガJOY 仙台ロフト店
アニメイト 仙台店
(株)金港堂 泉パークタウン店
アークオアシスデザイン 仙台泉店
(有)ニシマキパピルス
青葉画荘
武藤紙店
(株)坂本紙店
アニメイト いわき店
ペンシル
さのや文具画材店
アニメイト 福島店
西沢書店 北店
おおうち書店
文教堂 成増店
コーチャンフォー 若葉台店
(株)寿屋
みどりや文具
アニメイト 蒲田店
ユザワヤ 蒲田店
ジャンボ
文教堂 赤羽店（ブックストア談）
コダマ
美正堂 じろう店
渋谷ロフト
アニメイト 渋谷コミック館
東急ハンズ 新宿店
世界堂 新宿本店
CHIKUHO

旭川市2条通7-227-1 マルカツデパート4F
旭川市宮前通り西4155
江別市大麻198-3 ジョイフルエーケー大麻店内
帯広市大通南9-19-1
帯広市西20条南3-28-14
帯広市東4条南16-6
河東郡音更町木野大通西12-1-10
北見市北2条西1-11-2
北見市端野町三区572-1
北見市並木町521-4
釧路市北大通8-1
釧路市鳥取大通9-2
釧路市春採7-1-24
札幌市北区新川3条18丁目
札幌市清田区美しが丘1条5丁目
札幌市清田区北野3条2-13-55
札幌市中央区北5条西2 エスタ6F
札幌市中央区南1条西3-2
札幌市中央区南2条西1-5 丸大ビル2F
札幌市豊平区中の島1条13丁目
札幌市東区北25条東8-2-1
札幌市東区北49条東8-3-5
標津郡中標津町南町3-10
伊達市梅本町38
千歳市住吉町4-14-20
函館市美原1-7-1
函館市若松町20-1 和光ビル7F
北斗市七重浜2-45-5
室蘭市中央町2-8-9
室蘭市中島町1-32-7
紋別郡遠軽町大通南4
青森市新町1-13-4
青森市古川1-14-5 フクシスポーツビル4F
八戸市十三日町16 チーノはちのへ4F
秋田市大町3-3-46
秋田市中通2-7-6 緑屋駅前ビル6F
大館市新町61-2
大船渡市大船渡町字茶屋前60-8
花巻市桜台1-12-12
盛岡市みたけ3-36-1 30-1-20F
盛岡市盛岡駅前通7-12 はちや盛岡駅前ビル2F
酒田市亀ヶ崎2-3-27
山形市相生町6-44
山形市香澄町3-2-1 山交ビル2F
石巻市蛇田字金津町15-1
塩釜市本町2-15
仙台市青葉区一番町3-3-11 Human青葉通ビル1F
仙台市青葉区一番町4-10-18
仙台市青葉区中央1-10-10
仙台市青葉区中央1-10-10 仙台ロフト7F
仙台市青葉区中央3-8-5 新仙台駅前ビル2F
仙台市泉区寺岡6-5-1 泉パークタウン北館2F
仙台市泉区七北田字大沢台3-9-1 ホームセンタームサシ2F
仙台市古川台町8-5
仙台市若林区卸町2-8-3
会津若松市中央1-2-26
いわき市平字1-15
いわき市平字3-30-1 梅原ビル1F
いわき市鹿島町米田字日渡5
白河市天神町34
福島市栄町1-1 エスパル福島4F
福島市南矢野目字中12-5
南相馬市原町区三島町1-29
板橋区成増1-29
稲城市若葉台2-9-2
青梅市新町4-29-3
青梅市本町131-8-7
大田区西蒲田8-4-12
大田区西蒲田8-23-5
葛飾区東金町1-40-6
北区赤羽1-7-9赤羽第一葉山ビル メッツ1・2F
北区赤羽台3-1-20
小平市学園西町2-14-19
渋谷区宇田川町21-1
渋谷区宇田川町31-2 渋谷BEAM内
渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 タイムズスクウェアビル内
新宿区新宿3-1-1
新宿区高田馬場1-28-10

0166-27-1303
0166-76-4200
011-388-7200
0155-23-4171
0155-58-6001
0155-28-3728
0155-31-8835
0157-22-2211
0157-56-4147
0157-57-1133
0154-22-1311
0154-52-6776
0154-46-7788
011-769-2000
011-889-2100
011-833-8036
011-207-6210
011-231-1131
011-219-1223
011-817-2000
011-712-2541
011-733-2281
0153-72-3155
0142-23-3134
0123-42-6600
0138-45-3416
0138-23-2622
0138-49-3171
0143-22-7255
0143-44-3964
0158-42-2665
017-723-2431
017-721-1212
0178-73-6540
0188-65-2856
018-884-7773
0186-43-4083
0129-27-3322
0198-23-1111
019-648-6666
019-606-2266
0234-23-2873
023-632-1477
023-615-4611
0225-94-0088
022-362-3948
022-224-4225
022-222-7511
022-265-6636
022-796-7762
022-264-0437
022-377-8088
022-771-2080
0229-22-2655
022-231-4225
0242-24-0611
0246-24-1122
0246-35-2838
0246-46-0594
0248-23-2988
024-523-2626
024-557-5101
0244-22-4403
03-5383-7379
042-350-2828
0428-31-4165
0428-22-3637
03-5710-7557
03-3734-4141
03-3600-7268
03-5249-2601
03-3900-7500
0423-43-7660
03-3462-3807
03-5456-5461
03-5361-3111
03-5379-1111
03-3205-9511

Ｅトーン(株)
田中金華堂
世界堂 立川北口店
アニメイト 立川店
世界堂 アートマン店
勝文堂
レモン画翠 本店
ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba
アニメイト 秋葉原店
東急ハンズ 池袋店
アニメイト 池袋本店
池袋ロフト
世界堂 池袋パルコ店
ジョイフル・2 瑞穂店
リブロ ひばりヶ丘パルコ店
ハローズ文具
彩玄堂 オズ店
アニメイト 八王子店
彩玄堂 本店
京王アートマン 府中店
世界堂 町田マルイ店
アニメイト 町田店
東急ハンズ 町田店
アニメイト 吉祥寺店
ユザワヤ 吉祥寺店
福田屋本店
ジョイフル・2 千代田店
ジョイフル・2 新田店
パレット
文具のアオキ
ヴィシーズ 高崎店
アニメイト 高崎店

世田谷区八幡山3-10-13
台東区台東4-9-3
立川市曙町2-4-5 NIS WAVE1・5F
立川市曙町2-11-2 フロム中武4F
多摩市関戸1-11-1 京王桜ヶ丘S・C A館3F
調布市小島1-38-1
千代田区神田駿河台2-6-12
千代田区神田花岡町1-1
千代田区外神田4-3-2
豊島区東池袋1-28-10
豊島区東池袋3-2-1
豊島区南池袋1-28-1 池袋ロフト11F
豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ6F
西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷442
西東京市ひばりが丘1-1-1パルコ4F
練馬区高松5-5-25
練馬区東大泉2-10-11 LIVIN大泉4F
八王子市旭町6-6 PIOSビル3F
東久留米市中央町1-1-48
府中市府中町1-2-1 3F
町 田 市 原 町 田 6 - 1 - 6 町田マルイ６F
町田市原町田4-11-14 コロンブスビル8F
町田市原町田6-4-1 東急町田ツインズイースト6・7F
武蔵野市吉祥寺本町2-1-8 AZUMAビル4F
武蔵野市吉祥寺南町1-7-1 丸井吉祥寺店7・8F
伊勢崎市本町19-4
邑楽郡千代田町萱野813-1
太田市新田市野井町556-1
桐生市錦町1-1-32
渋川市石原202-11
高崎市上仲居町487-1
高崎市八島町46-1 高崎ビブレ5F

03-6304-6840
03-3831-1471
042-519-3366
042-540-4554
0423-37-2583
0424-82-2833
03-3295-4681
03-5209-1010
03-5209-3330
03-3980-6111
03-3988-1351
03-5960-6210
03-3989-1515
042-568-2031
042-425-5209
03-3995-7070
03-3925-2002
042-628-0022
0424-74-6783
042-367-1006
042-710-5252
042-721-6871
042-728-2511
0422-22-5059
0422-79-4141
0270-25-6571
0276-80-5050
0276-30-9166
0277-22-7144
0279-23-1616
027-310-6571
0273-23-7598

詩季画材
上野文具
上野文具 福田屋店
上野文具 インターパーク店
カドヤ文具
アニメイト 宇都宮店
上野文具 鹿沼店
ジョイフル・2 宇都宮店
山田文具店 大子店
ブックエース 下館店
ブックエース 下妻店
飯島美光堂
ジョイフル・2 荒川沖店
えりす画材店
ジョイフル・2 ひたちなか店
渡辺美術社
フジタ(株) 南町
アニメイト 水戸店
文教堂 水戸店
ジョイフル・2 守谷店
画房ルーベンス
画荘野口屋
ラビックス
ブックエース 春日部店
光文堂
ヴィシーズ 加須店
文教堂 東川口店
(株)幸琳堂
丸善(株) 川越丸広店
アニメイト 川越店
ブックチェーン ならいち久喜東店
アニメイト モラージュ菖蒲店
上野文具 モラージュ菖蒲店
(有)アルス画房
文教堂 熊谷駅店
アニメイト 南越谷店
ヴィシーズ 鴻巣店
文教堂 岩槻店
世界堂 大宮マルイ店
大宮ロフト
東急ハンズ 大宮店
石原誠美堂
ユザワヤ 浦和店
正育堂 武蔵浦和店
文教堂 まるひろ南浦和店
ジョイフル・2 幸手店
(株)ならいち
オフィスポート
アニメイト 所沢店
所沢ロフト店
世界堂 新所沢店
(株)正育堂 飯能店
むらやま
ヴィシーズ 埼玉大井店
サイジム
ヴィシーズ 三郷店
TADAYA 旭サンモール店
東屋紙文具店
もとやわたMoMo
相互
精文館書店 市原五井店
ジョイフル・2 千葉ニュータウン店
アニメイト 柏店
いしど画材
TADAYA3
(株)スズトヨ
アニメイト 千葉店
キャリオン
(株)トラヤ
ジョイフル・2 富里店
アニメイト 津田沼店
ユザワヤ 津田沼店
船橋ロフト
相互アートランド
有隣堂 厚木店
アニメイト 小田原店
伊勢治書店
ステイショナリーパステロ
アニメイト 川崎店
ユニディ ラゾーナ川崎
文教堂 溝の口本店
世界堂 相模大野店
ユニアート 図工のじかん
アニメイト 藤沢店
世界堂 ルミネ藤沢店
有隣堂 藤沢店
ユザワヤ 大和店
かわしま
文教堂 桂台店
福家書店 若葉台店
クィル・アンカ(株)
京急百貨店上大岡店
ユザワヤ 上大岡店
(株)マルハチ ミナール店
有隣堂 伊勢佐木町 本店
アニメイト 横浜店
世界堂 ルミネ横浜店
横浜ロフト
ヴィシーズ 長津田店

前橋市南町4-47-6
宇都宮市池上町5-2
宇都宮市今泉町237
宇都宮市インターパーク6-1-1 FKDショッピングモール宇都宮パーク2F
宇都宮市西1-4-1
宇都宮市曲師町2-8 宇都宮フェスタ5F
鹿沼市東末広町1073 福田屋百貨店3F
河内郡上三川町磯岡421-1
久慈郡大子町大子679
下館市市野辺223-1
下妻市大字下妻戊115-1
土浦市大手町6-9
土浦市北荒川沖町1-30
日立市宮田町2-6-8
ひたちなか市新光町34-1 ジョイフル本田ニューポートひたちなか店内2F
水戸市袴塚3-11-37
水戸市南町1-3-6
水戸市宮町1-2-4 マイムビルB1F
水戸市宮町1-2-4 丸井水戸店9F
守谷市松ヶ丘3-8
竜ヶ崎市上町4279-3
上尾市愛宕1-16-14
朝霞市西原2-14-5
春日部市小渕153-1
春日部市中央1-10-7
加須市下高柳1丁目29番
川口市戸塚3-35-14
川口市西川口2-1-16
川越市新富町2-6-1 丸広百貨店川越店別館2F
川越市連雀4-14
久喜市栗原2-2-2
久喜市菖蒲町菖蒲6005-1 モラージュ菖蒲3F
久喜市菖蒲町菖蒲6005-1 モラージュ菖蒲3F
熊谷市鎌倉152
熊谷市筑波3-202 2F
越谷市南越谷1-15-1 楽園タウン2F
鴻巣市大字箕田1771-1
さいたま市岩槻区西町2-5-1 ヤオコー岩槻西町店2F
さいたま市大宮区桜木町2-3 大宮マルイ６F
さいたま市大宮区桜木町1-6-2 そごう大宮店8F
さいたま市大宮区桜木町2-3 DOMショッピングセンター4・5F
さいたま市大宮区大門町3-32
さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和パルコ3F
さいたま市南区白幡5-19-19 マーレ2F
さいたま市南区南本町1-7-4 まるひろ南浦和店4F
幸手市上高野1258-1
幸手市中1-8-19
所沢市上新井5-17-8
所沢市東町5-22 ダイエー所沢店3F
所沢市日吉町12-1 西武所沢店6F
所 沢 市 緑 町 1 - 2 - 1 パ ル コ L e t ’s 館 3 F
飯能市仲町11-21 西武飯能ペペ4F
ふじみ野市大字亀久保1840-2
ふ じ み 野 市 西 鶴 ヶ 岡 1 - 3 - 1 5 V C ’S 館 2 F
ふじみ野市上福岡1-7-6
三郷市彦倉2丁目111番地
旭市イ2676-1
市川市市川1-3-8
市川市八幡2丁目15-10 パティオ3F
市原市五井5505
市原市更級4-1-24
印西市牧の原2-1
柏市旭町1-1-19 矢吹ビル2F・3F
柏市柏1-4-5
香取市佐原イ4187
木更津市富士見1-7-12
千葉市中央区富士見2-22-2 千葉中央駅前ビルB1F
千葉市緑区あすみが丘2-19-9
銚子市新生町2-12-5
富里市七栄525-24
習志野市谷津1-16-1 モリシアビルレストラン5F
習志野市谷津7-7-1
船橋市本町1-27-1
茂原市高師2016
厚木市中町2-6 三成ほていやビル
小田原市栄町2-9-33 アプリ小田原4F
小田原市栄町2-13-3
鎌倉市大船1-4-1 ルミネウィング6F
川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎2F
川崎市幸区堀川72-1 ラゾーナ川崎プラザ1F
川崎市高津区久本3-1-28
相模原市相模大野3-9-1 相模大野岡田屋モアーズ4F
平塚市久領堤1-2
藤沢市鵠沼東1-2 藤沢プラザB1F
藤沢市藤沢438-1 ルミネ藤沢4F
藤沢市南藤沢2-1-1 フジサワ名店ビル2F
大和市大和東1-2-1
横須賀市若松町2-1
横浜市青葉区桂台2-4-1
横浜市旭区若葉台3-5-1 ショッピングタウンわかば1F
横浜市金沢区富岡東1-24-13
横浜市港南区上大岡西1-6-1
横浜市港南区上大岡西1-16-23 富士ショッピングセンター3F
横浜市鶴見区豊岡町18-1 ミナールビル2F
横浜市中区伊勢佐木町1-4-1
横浜市西区高島2-12-12 ヨコハマプラザホテル1F･2F･3F
横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜8F
横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店7F
横浜市緑区長津田みなみ台4-6-1

0272-24-5196
028-633-6181
028-623-4481
028-657-6301
028-633-6043
028-614-3830
0289-60-6650
0285-55-2272
0295-02-0913
0296-23-3150
0296-43-2491
0298-21-0724
029-841-3511
0294-22-7157
029-264-2300
0292-31-1703
029-231-3331
029-302-1163
029-302-8073
0297-48-8050
0297-62-7139
048-771-3131
048-473-4596
048-752-8776
048-754-2700
0480-76-3211
048-294-5860
048-251-4027
049-223-4077
049-225-0020
0480-23-6868
0480-87-1831
0480-53-6481
048-521-2112
048-579-5920
048-990-0008
048-595-2818
048-749-0171
048-645-8181
048-643-6210
048-640-7111
048-641-1120
048-813-4141
048-864-3661
048-844-8480
0480-40-4161
0480-42-1231
0429-22-7771
042-929-6060
042-927-3399
0429-03-6161
042-983-1015
049-263-6729
049-278-7931
049-262-2511
048-949-5631
0479-63-7201
0473-26-6500
047-300-0681
0436-21-8731
0436-20-1880
0476-40-7500
0471-44-9657
0471-67-1410
0478-52-6600
0438-25-2245
043-202-3344
043-294-5302
0479-22-3515
0476-92-7721
0474-78-9400
047-474-4141
047-423-6210
0475-22-4266
046-223-4111
0465-21-0555
0465-21-3386
0467-48-5040
044-533-4405
044-874-8080
044-812-0063
042-740-2222
0463-25-0771
0466-55-3112
0466-29-9811
0466-26-1411
046-264-4141
0468-22-0363
045-960-3012
045-920-0298
045-353-7433
045-848-1111
045-846-4141
045-571-7770
045-261-1231
045-453-6990
045-444-2266
045-461-6210
045-988-6311

萬盛社
カネコ画房
アークオアシスデザイン 新潟店
アニメイト 新潟店
ガタケットSHOP
(有)吉野屋商店
(有)キング堂
(株)わかまつ
白秀堂
イチジュウ
(有)五岳

新発田市中央町2-4-21
長岡市長町1-1668-11
新潟市中央区姥ヶ山45-1
新潟市中央区東大通り1-8-5 アニメ･コミック館2F
新潟市万代1-6-1 万代シティバスセンタービル3F
西蒲原郡巻町大字巻申2921
飯田市銀座4-9
上田市上丸子375-1
佐久市大字岩村田595-5
諏訪郡富士見町富士見3586
長野市吉田1-3-26

0254-22-2230
0258-33-3048
025-287-2311
025-240-2333
025-240-0150
0256-72-2317
0265-24-5500
0268-42-6600
0267-67-2264
0266-62-2016
026-241-5193

アニメイト 長野店
こばやし画材
ぺきん堂
ヤマトヤ文具店
インクポット 昭和店
インクポット 石和店
四葉商会 新静岡店
アニメイト 静岡店
四葉商会 清水銀座店
文具屋多治見
紙と文具 いでがみ
四葉商会 ぶんぐデァ･クレエ 富士店
アニメイト 沼津店
アニメイト 浜松店
イケヤ文樂館高林店 BOOK館
BOOKSなかだ本店コミックラボ
(株)文苑堂書店 上飯野店
アニメイト 富山店
はまや書店
アニメイト 岐阜店
加藤画材店
ペーパームーン
夢屋書店 安城店
精文館 尾張一宮店
(株)文光堂
シビコ正文館
アニメイト 東岡崎店
本の王国 高蔵寺店
精文館書店 蒲郡三谷店
ブックセンター名豊 刈谷店
本の王国 刈谷店
精文館書店 新津島店
(株)清芳屋
精文館書店 豊川店
精文館書店 新豊田店
本の王国 豊田吉原店
アニメイト 豊橋店
精文館書店 本店文具館
精文館書店 本店コミック館
精文館書店 三ノ輪店
アニメイト 金山店
ロフト名古屋
世界堂 名古屋パルコ店
東急ハンズ ANNEX店
星野書店 栄町ビル店コミックステージ
光書店 文具館
光書店 戸田店
アニメイト 名古屋店
東急ハンズ 名古屋店
星野書店 近鉄パッセ店
セントラル画材
中善楽器
アークオアシスデザイン 金沢店
アニメイト 金沢店
ブック宮丸 金沢北店
ブック宮丸 金沢南店
にしき堂 金沢八日市店
(株)井ザワ画房
(株)井ザワ画房 駅前店
アニメイト 福井店
アル･プラザ 瀬田店文具売場
大津ロフト
HYPER BOOKS かがやき通り店
ギャラリー風の門 草津店
DELIGHT 草津店
HYPER BOOKS 駒井沢店
アル･プラザ 草津店文具売場
アル･プラザ 長浜店文具売場
HYPER BOOKS 長浜店
HYPER BOOKS 八日市店
HYPER BOOKS 彦根店
パレットハウス
松坂創贈館
アニメイト 四日市店
富士書房 木津店
(株)大栄
アル･プラザ 京田辺店文具売場
ヨドバシカメラ マルチメディア京都
画箋堂
京都ロフト
アニメイト 京都店
山田画材
水嶋書房 エムズ洛西店
アークオアシスデザイン 京都駅前店
(有)カミムラ
アル･プラザ 城陽店文具売場
(株)前川太市商店
アークオアシスデザイン 京都八幡店
ナガサワ文具センター パピオス明石店
西村書店
アニメイト 川西店
(株)文具のスギハラ 須磨パティオ店
神戸ロフト
ユザワヤ 神戸店
ナガサワ文具センター
アニメイト 三宮店
(株)文具のスギハラ プレノ長田店
ウエマツ(株) 玉津店
ナガサワ文具センター プレンティ店
(株)土田商事 新･文具館
(株)ハセガワアート 逆瀬川アピア店
アニメの広場キャンプ 飾磨店
アニメイト 姫路店
アークオアシスデザイン 姫路店
(株)水嶋書房 泉大津店
アニメイト 天王寺店
アートプリントジャパン 東急ハンズ阿倍野店
オズ
アニメイト 日本橋店
アニメイト 京橋店
(株)聖文堂

長野市南千歳町826 長野シーワンビル4F
松本市中央3-2-3
甲府市中央2-9-18
都留市中央1-1-14
中巨摩郡昭和町西条5044
笛吹市石和町窪中島105-1
静岡市葵区伝馬町2-3
静岡市葵区伝馬町8-6 トップセンタービル4F
静岡市清水区銀座14-13
島田市三ツ合町1301-2
富士市青葉町311
富士市水戸島310-4 マックスバリュ富士水戸島店内
沼津市大手町5-9-21 マツモトビル1F
浜松市中区砂山町6-1 浜松メイワン4F
浜松市中区高林4-8-7
富山市掛尾町180-1
富山市上飯野32-1
富山市桜橋通り5-13 富山興銀ビルB1F
安八郡安八町氷取64-1
岐阜市加納清水町3-8-1 日本泉ビル1F
岐阜市司町32
岐阜市東神田町6-5 徹明町ビル1F
安城市住吉町5-13-40
一宮市羽衣2-6-1
一宮市本町3-10-1
岡崎市康生通西2-20-2 シビコ1F
岡崎市明大寺本町4-14 大田ビル2F
春日井市中央台1-1-2
蒲郡市三谷北通6-228
刈谷市稲場町3-303
刈谷市若松町2-101 みなくる刈谷2F
津島市片岡町60
津島市東柳原町3-17
豊川市市田町大道下8
豊田市広小路1-15
豊田市吉原町平池173番地タキソウパルクス吉原店1階
豊橋市花田町西宿無番地 カルミアB1F
豊橋市広小路1-6
豊橋市広小路1-6 FACE豊橋3F
豊橋市三ノ輪町字本興寺16-1
名古屋市中区金山4-6-27 金山共同ビル2F
名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク内
名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ東館5F
名古屋市中区錦3-5-4
名古屋市中区錦3-23-3
名古屋市中川区高畑1-23
名古屋市中川区戸田西3-1909-2
名古屋市中村区椿町18-4 椿太閣ビル
名古屋市中村区名駅1-1-4 9F
名古屋市中村区名駅1-2-2 近鉄パッセ8F
名古屋市東区泉1-13-25 セントラル･アートビル
西尾市鶴ヶ崎町4-9
金沢市高柳1-1-1 スーパーセンタームサシ2F
金沢市竪町24 ベルセル3F
金沢市諸江町上丁446
金沢市八日市1-706
金沢市八日市5-546
福井市羽水2-720-1
福井市大手2-5-1
福井市中央1-5-1 スペースU-canビルB1F
大津市月輪1-3-8
大津市におの浜2-3-1 西武大津SC6F
草津市追分南3-25-4
草津市大路1-10-27 平和堂草津店3F
草津市木川町72
草津市駒井沢町85
草津市西渋川1-23-30
長浜市小堀町450
長浜市八幡中山町681-3
東近江市東沖野1-4-6
彦根市戸賀町145-2
伊勢市御薗町長屋2136伊勢みそのショッピングセンター内
一志郡三雲町市場庄1263ユーホーム松坂三雲店内
四日市市安島1-2-18 三誠ビル4F
木津川市相楽城西15 アル･プラザ木津2F
京田辺市田辺中央1-1-5
京田辺市田辺中央5-2-1
京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町590-2
京都市下京区河原通り五条上ル西橋詰町752
京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58 ミーナ京都B1F～4F
京都市中京区新京極蛸薬師下ル東側町525-1パッサージオ(吉本ビル)2F
京都市中京区西ノ京馬代町20-6
京都市西京区大原野東境谷町2-5-8 ラクセーヌ専門店
京都市南区西九条鳥居口町1 イオンモールKYOTO Sakura館
京都市山科区竹鼻竹ノ街道町91 専門店街ラクト4F
城陽市富野荒見田112
福知山市駅南町2-261
八幡市欽明台北3-1 ホームセンタームサシ2F
明石市大明石町1-6-1 パピオスあかし
加西市北条町横尾字一本松285-1
川西市栄町14-18 辻輪ビル1F
神戸市須磨区中落合2-2-7 須磨パティオ･健康館2F
神戸市中央区小野柄通8-1-8 そごう神戸店新館4F
神戸市中央区三宮町1-3-26
神戸市中央区三宮町1-6-18 三宮センター街ジュンク堂書店3F
神戸市中央区三宮町2-11-1-317 センタープラザ西館3F
神戸市長田区大塚町1-8-11
神戸市西区枝吉2-110-2
神戸市西区糀台5-2-3 プレンティ1番館3F
丹波市柏原町母坪409-1
宝塚市逆瀬川1-1 アピア1号3F
姫路市飾磨区蓼野町47
姫路市東駅前町54 ハリマセンタービル1F･2F
姫路市広畑区夢前町3-7-1 ホームセンタームサシ2F
泉大津市旭町18-3 いずみおおつCITY1F
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-4-7 エコーアクロスビル3F
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモールB1F
大阪市中央区難波5-1-60 なんばCITY南館2F
大阪市浪速区日本橋4-10-6
大阪市都島区東野田町1-6-16 ワタヤコスモビル2F
大阪市都島区福島本通3-24-3

026-225-0533
0263-32-0852
055-232-3881
055-443-4331
055-240-7500
055-262-6200
054-251-1048
054-273-3450
0543-65-2151
0543-73-3846
0545-61-0178
0545-30-8428
055-964-1651
053-458-0031
053-475-5211
076-492-1217
076-451-0061
076-439-8577
0584-64-2028
058-268-8500
058-262-6579
058-265-3804
0566-97-5552
0568-26-1616
0586-24-1181
0564-24-8173
0564-25-0981
0568-94-0921
0533-66-3618
0566-21-7121
0566-28-0833
0567-22-4001
0567-24-2525
0533-85-8325
0565-33-3322
0565-41-6462
0532-51-5322
0532-54-2345
0532-54-2345
0532-66-2447
052-339-5711
052-219-3045
052-251-0404
052-953-2811
052-962-8798
052-353-8825
052-309-1511
052-453-1322
052-566-0109
052-581-4796
052-951-8998
0563-56-3939
076-251-1634
0762-62-8333
0762-34-3211
0762-44-3211
076-240-8867
0776-33-5380
0776-22-3314
0776-28-0255
077-543-3111
077-521-3255
077-566-0077
077-565-4513
077-564-0004
077-568-0111
077-561-6200
0749-65-7700
0749-65-0001
0748-20-4550
0749-30-5151
0596-23-2209
0598-56-7998
059-356-2708
0774-71-1012
0774-62-9473
0774-64-1200
075-351-1010
075-341-3288
075-255-6210
075-252-1460
075-462-0591
075-332-5526
075-682-3111
075-581-1616
0774-56-2600
0773-23-3211
075-982-2037
078-915-5288
0790-42-5008
072-755-5995
078-791-8081
078-272-6210
078-393-4141
078-321-4500
078-391-8155
078-691-0382
078-928-0844
078-997-9939
0795-72-1117
0797-72-0839
0792-43-0111
0792-88-1323
0792-38-6346
0725-21-1092
06-6643-5818
06-6556-7061
06-6644-2458
06-6636-0628
06-6352-8864
06-6921-6752

ムサシヤ
アニメイト 堺東店
フジカク
アル･プラザ高槻店 文具売場
アニメイト 高槻店
アル･プラザ香里園店 文具売場
ヴィシーズ寝屋川店
エムズ枚方市駅店
アニメイト 枚方店
(株)アートセンターハヤカワ
(株)水嶋書房 くずはモール店
アル･プラザ枚方店 文具売場
アニメイト 布施店
アートプリントジャパン 東急ハンズ江坂店
パルネット天美駅前店
いなもり
MAIDO FUNATSU
ステーショナリークラブ
あすか画材店
(株)文晃堂
中條アートル店
アニメイト 奈良店
オークワ ミレニアシティ岩出店 文具売場
(株)宮井平安堂 貴志川店
炭家書店
スーパーセンターオークワ 南紀店 文具売場
国際工芸(株) 岩出店
(株)宮井平安堂 本店
BYヨシダ
(株)パレット〈鳥取画材〉
ふるさわ画材店
アニメイト イオン米子店
アニメイト 岡山店
うさぎや 岡山店
アートプリントジャパン東急ハンズ 岡山店
うさぎや 岡山東店
アムス 岡山店
うさぎや 岡南店
文具のカンザス
うさぎや 倉敷店
うさぎや 倉敷西店
タカハシ文具
ISHIHARA
FLUX
(株)えすみ
アート柳屋
啓文社 新浜店
ブックランド 尾道店
アニメイト 広島店
ガレリア･レイノ
東急ハンズ 広島店
(有)多山文具
広島タケダ製図器
(株)はぶ文泉堂
うさぎや 福山南店
アニメイト 福山店
啓文社 多治米店
アートプリントジャパン アートステーションRIM-F店
ガレリア･レイノ 福山店
キッショウコーポレーション
(株)成豊堂
(株)スミダ文具
文具生活高松
アニメイト 高松店
マツシタ
文遊館

岸和田市宮本町10-12
堺市北花田口町3-1-15 東洋ビル1F
泉南郡熊取町野田1-23-40
高槻市芥川町1-2 C-201号
高槻市城北町2-3-3 城北フジビル3F
寝屋川市日新町5-5
寝屋川市寝屋南2-22-1 2F
枚方市岡東町19-1 京阪ザ･ストア枚方店内
枚方市岡本町7-1 ビオルネ5F
枚方市楠葉並木2-28-18 K1ビル内
枚方市楠葉花園町15-1-333 KUZUHA MALL3F
枚方市津田元町1-4-1
東大阪市足代3-1-6 コミックランドヒバリヤ2F
吹田市豊津町9-40 東急ハンズ江坂店2F
松原市天美南3-15-57
生駒市元町1-3-19
宇陀市榛原区下井足1937-19
橿原市十市町452-1
橿原市内膳町3-3-21
葛城市當麻888
奈良市大宮町6-7-3 アートル店1F
奈良市角振町26 いせやビル3F
岩出市中迫147
紀の川市貴志川町神戸218
御坊市薗70-2
新宮市佐野3-11-19
那賀郡岩出町中迫147
和歌山市本町1-18
倉吉市昭和町1-107
鳥取市元魚町1-116
米子市塩町114
米子市末広町311 イオン米子駅前店2F
岡山市表町2-1-37
岡山市北区今8-15-28
岡山市北区下石井1-2-1 イオンモール岡山4F
岡山市中区浜2-4-17
岡山市丸の内1-1-6
岡山市南区千鳥町1-17
笠岡市笠岡2388 ソーサイドモール1F
倉敷市笹沖508
倉敷市西阿知町362-1
高梁市落合町阿部1700 イズミユメタウン内
津山市沼87-21
出雲市天神町71
雲南市木次町下熊谷1545-3
松江市天神町134
尾道市新浜1-2-17 KISSROAD内
尾道市土堂2-2-19
広島市中区大手町1-4-14 上田ビル1F･2F
広島市中区大手町3-7-3
広島市中区八丁堀16-10
広島市中区本通8-23
広島市南区向洋新町2-5-1
福山市笠岡町4-22
福山市川口町4-20-17
福山市三之丸町2-14 トモテツビル1F
福山市多治米町2-15-13
福山市西町1-1-1 RIM-F 2F アートステーション
福山市西町2-3-1
高松市春日町1699-19
高松市番町2-4-3
高松市百間町9-13
高松市松縄町1135-18
高松市南新町6-4 池田屋ビル2F
東かがわ市三本松680-60
東かがわ市湊815-2

0724-39-6348
0722-32-6299
072-452-0302
072-684-9100
0726-76-1524
072-835-6600
072-880-1031
072-846-1139
071-846-5002
072-855-0745
072-857-2528
072-896-1100
06-6729-3227
06-6338-6161
072-333-6555
0743-75-2808
0745-85-2222
0744-25-6645
0744-25-1701
0745-48-4317
0742-36-1002
0742-22-5026
0736-61-2000
0736-65-2381
0738-23-3366
0735-31-3500
0736-61-5658
073-431-1331
0858-23-1611
0857-22-7965
0859-22-7590
0859-37-3161
086-227-6888
086-243-8989
086-206-7310
086-271-8989
086-225-0001
086-262-8989
08656-3-1615
086-421-8989
086-465-8000
0866-22-8377
0868-24-7556
0853-22-6636
0854-42-0711
0852-21-4558
0848-24-1077
0848-23-8300
082-543-2639
082-245-2305
082-228-3011
082-248-2221
082-281-5141
084-923-4330
084-999-8989
084-926-7200
084-981-3288
084-923-2017
084-927-3500
0878-43-6232
087-851-5941
087-851-3826
087-815-0712
087-812-3345
0879-25-0128
0879-23-0222

田岡商店
文具生活丸亀
大原商事(有)
行雲堂
キダブン
アートショップ長尾
アニメイト 徳島店
文具館チャーリー 沖浜店
由井精良堂
ケーオー商事
王子屋
篠崎書店 アクトピア店
城下文化堂
(株)文楽
新居浜愛媛画材
文具生活松山 フライブルク店
愛媛画材
文具生活松山
アニメイト 松山店
アートプリントジャパン 東急ハンズ松山店
三明堂
文具生活高知
内田文昌堂
アニメイト 高知店
ヒエログリフ
ぶんぐはうすOYAMA
文誠堂
アニメイト 小倉店
九州画材
(有)デザインプラザ 小倉店
(有)デザインプラザ 黒崎店
丸善 福岡店
アートプリントジャパン インキューブ天神
りーぶる天神
アニメイト 福岡天神店
アートプリントジャパン 東急ハンズ博多店
アイビス
サンクス
デサキデポ わさだ店
アニメイト 大分店
長野装美堂
ヤマニランド文具館
(有)明石文昭堂
アニメイト モラージュ佐賀店
(株)武藤美術材料

丸亀市川西町北521-4
丸亀市土器町東8-23
丸亀市飯山町下法軍寺655-5
阿南市富岡町玉塚30-8
小松島市小松島町領田10-1
徳島市佐古五番町10-3
徳島市寺島本町西1ポッポ街2F
徳島市問屋町3
鳴門市撫養町小桑島字前浜23-9
今治市常盤町6-7-37
宇和島市恵美須町1-4-21
大洲市中村246-1 アクトピア大洲5F
四国中央市川之江町1889
四国中央市妻鳥町1683-1
新居浜市若水町1-1-14
松山市生石町668-2
松山市千舟町2-3-13
松山市朝生田町5-1-25 JOWPLA 2F
松山市湊町4-10-8 BE-FLAT 4F
松山市湊町5-1-1 いよてつ高島屋本館7F
八幡浜市1469新2
高知市小倉町3-30 フジグラン葛島2階
高知市本町1-3-21
高知市本町3-1-2 アイランドワンビル2F
高知市百石町1-6-5
高知市南久保1-21
四万十市右山天神町9-24
北九州市小倉北区浅野2-14-5 あるあるCity3F
北九州市小倉北区京町3-12-26 1F
北九州市小倉北区馬借1-4-7 小倉井筒屋ブックセンタークエストB1F
北九州市八幡西区黒崎2-3-15 八幡井筒屋ブックセンタークエスト4F
福岡市中央区天神1-10-13 メディアモール天神B1F
福岡市中央区天神2-11-3 ソラリアステージビル4F
福岡市中央区天神4-4-11
福岡市中央区舞鶴1-1-3 リクルート天神ビル2F
福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ5F
前原市前原西1-15-14
行橋市大橋3-5-10
大分市大字市1188
大分市府内町1-1-7 サンリオビル2F
中津市殿町1-1437
日田市大字庄手亀川町342-1
別府市駅前町11-10 アークヒルズ1F･2F
佐賀市巨勢町大字牛島730 モラージュ佐賀南館2F
佐賀市中の小路4-29

0877-57-2010
0877-58-4425
0877-98-2033
0884-22-3969
0885-32-3123
088-626-5678
0886-26-0582
088-625-2411
088-685-2413
0898-23-5771
0895-22-5292
0893-24-1838
0896-58-1110
0896-56-2662
0897-33-6125
089-906-9700
089-941-1533
089-998-7370
089-913-1216
089-909-5105
0894-22-0150
088-856-7711
088-824-1277
088-826-6621
0888-33-5792
088-884-2246
0880-34-1455
093-512-7743
093-522-0747
093-522-2755
093-643-5541
092-738-3406
092-753-9613
092-713-1001
092-732-8070
092-481-3109
092-331-2233
0930-23-2226
097-529-8133
097-540-5005
0979-22-0083
0973-22-0046
0977-22-1465
0952-41-2201
0952-29-6100

ワタナベ画材
文具でぶんぐ(株)クキナミ
アニメイト 佐世保店
アニメイト 長崎店
アニメイト 熊本店
ファースト文庫 八代店
(有)村田文隆堂
デサキデポ 延岡本店
デサキデポ 日向店
ギャラリー山崎
デサキデポ 都城店
青木画材
アニメイト 宮崎店
デサキデポ 加納店
デサキデポ 宮崎店
大谷画材
アートプリントジャパン東急ハンズ 鹿児島店
高木画荘
アニメイト 鹿児島店
いのまた書店
(株)国分進行堂 レモン画材
村上文具店
サンエー 石垣シティ店 文具売場
善林堂 本店
大城書店 石川店
田園書店 サンエー具志川メインシティ店
幸文堂
TSUTAYA 泡瀬店
サンシー 知花本店
TSUTAYA 美里店
東急ハンズ 宜野湾コンベンションシティ店
ブックボックス 津嘉山店
戸田書店 豊見城店
善林堂 北谷店
大城書店 マックスバリュ都屋店
TSUTAYA 読谷店
ながはま文具
TSUTAYA 名護店
BOOKSきょうはん 安謝店
育英堂書店
東急ハンズ 那覇メインプレイス店
アニメファクトリー
ざまみダンボール 小売部 久茂地店
アニメイト 那覇国際通り店
BOOKSきょうはん 宮古南店

佐賀市本庄町本庄1322-6
鳥栖市古賀町322
佐世保市本島町4-26 させぼライナービル3F
長崎市浜町2-25
熊本市下通1-6-27 高濱ビル3F
八代市大手町2-4-25
小林市大字細野1590
延岡市春日町2-8-3
日向市大字日知屋字古田町61-1
都城市蔵原1-16
都城市早鈴町1647-1
宮崎市橘通西5-6-59
宮崎市橘通東3-1-11アゲインビル2F
宮崎市古城町岡ノ原28-1
宮崎市吉村町東部第二土地区画整理事業地内39街区6
鹿児島市加治屋町12-6
鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島プレミアム館内
鹿児島市呉服町3-4
鹿児島市東千石町13-3 VISION BILD 3F
鹿屋市寿5-18-4
国分市中央3-16-33
薩摩川内市向田本町18-3
石垣市真栄里301-1
浦添市勢理客1-1-6 善林堂ビル
うるま市石川1-15-2
うるま市字江洲450-1 サンエー具志川メインシティ店内
うるま市みどり町4-20-10
沖縄市泡瀬4-5-7 イオンタウンアワセ2F
沖縄市知花4-12-1
沖縄市美里1340
宜野湾市宇地泊浜原558
島尻郡南風原町津嘉山1471-2
豊見城市豊崎1-420
中頭郡北谷町字桑江86-2
中頭郡読谷村座喜味3171
中頭郡読谷村古堅678
名護市大中1-1-3
名護市東江5-5-35 名嘉ビル1F
那覇市安謝664-32
那覇市宇栄原4-1-15
那覇市おもろまち4-4-9 サンエー那覇メインプレイス1F
那覇市金城5-8-5 1F
那覇市久茂地3-22-1 日高ビル1F
那覇市牧志1-2-1 モルビービル4F
宮古島市平良松原631

0952-29-6817
0942-85-3838
0956-37-3001
095-822-2011
096-311-0133
0965-32-3700
0984-23-2184
0982-32-6361
0982-56-1158
0986-23-5151
0986-27-1781
0985-22-4338
0985-60-6641
0985-64-7570
0985-33-9339
0992-22-2993
099-230-0730
0992-25-0231
099-219-3139
0994-41-3395
0995-45-1015
0996-23-3460
0980-83-2111
098-878-6565
098-965-6601
098-982-6670
098-973-3697
098-934-5412
098-938-6226
098-939-1740
098-897-3330
098-882-6017
098-852-2511
098-926-6565
098-957-1844
098-921-5252
0980-52-5129
0980-53-5991
098-988-9402
098-858-4946
098-951-3510
098-858-3003
098-867-0131
098-860-2731
0980-79-0013

