NEW！
都道府県
北海道
愛知県
香川県
福岡県

店舗名
アニメガ札幌パルコ店
アニメガ名古屋店
アニメガ高松店
アニメガ天神ロフト店

住所
北海道札幌市中央区南1条西3丁目3番地 6F
愛知県名古屋市中区栄三丁目3番1号 丸栄3階
香川県高松市常磐町1丁目3番地1 ことでん瓦町ビル 6F
福岡県福岡市中央区渡辺通4-9-25 天神ロフト7階

電話番号
011-211-1278
052-263-0023
087-813-1319
092-791-3357

取り扱い店舗
都道府県
宮城県
茨城県

神奈川県

東京都

埼玉県

千葉県

長野県
京都府
大阪府

店舗名

住所

電話番号

アニメガ仙台ロフト店

宮城県仙台市青葉区中央1-10-10 仙台ロフト店7F

022-796-7762

アニメガ水戸店

茨城県水戸市宮町1-2-4（丸井水戸店9階）

029-302-8073

住吉書房元住吉本店

神奈川県川崎市中原区木月1-22-7

044-433-1313

住吉書房宮崎台店

神奈川県川崎市宮前区宮崎2-12-1

044-853-2772

住吉書房久里浜店

神奈川県横須賀市久里浜1-5-1

046-837-6575

住吉書房新丸子駅前店

神奈川県川崎市中原区新丸子町740

044-711-8832

住吉書房登戸店

神奈川県川崎市多摩区登戸3398-1 三井生命ビル1F

044-932-1000

住吉書房武蔵中原店

神奈川県川崎市中原区上小田中4-2-1 ビーンズ武蔵中原2F

044-753-5678

住吉書房新杉田店

神奈川県横浜市磯子区杉田1-1-1 らびすた新杉田2F

045-778-6785

住吉書房中山店

神奈川県横浜市緑区寺山町59 ロンロン中山3F

045-935-3939

住吉書房保土ヶ谷店

神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町1-7

045-332-6565

住吉書房東戸塚店

神奈川県横浜市戸塚区川上町91-1 モレラ東戸塚2F

045-826-6969

有隣堂 伊勢佐木町本店

神奈川県 横浜市中区伊勢佐木町1-4-1

045-261-1231

有隣堂 横浜駅西口コミック王国

神奈川県横浜市西区南幸1-4-B1F

045-311-6265

有隣堂 戸塚モディ店

神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町10番地 戸塚モディ 4F

045-881-2661

有隣堂 ルミネ横浜店

神奈川県 横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜 6F

045-453-0811

有隣堂東急プラザ戸塚店

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-1戸塚東急プラザ2F

045-869-0231

有隣堂 トレッサ横浜店

神奈川県横浜市港北区師岡町700 トレッサ横浜北棟2F

045-533-3090

有隣堂 たまプラーザテラス店

神奈川県横浜市青葉区美しが丘１-1-2たまプラーザテラスゲートプラザ1F

045-903-2191

有隣堂 藤沢店

神奈川県藤沢市南藤沢2-1-1 フジサワ名店ビル 2・3・4・5F

0466-26-1411

有隣堂 テラスモール湘南店

神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1 テラスモール4F

0466-38-2121

有隣堂ららぽーと湘南平塚店

神奈川県平塚市天沼10-1ららぽーと湘南平塚3F

0463-74-6511

有隣堂ららぽーと海老名店

神奈川県海老名市扇町13-1 4F

046-206-6651

有隣堂 淵野辺店

神奈川県相模原市中央区淵野辺4-16-34

042-704-3760

有隣堂 厚木店

神奈川県厚木市中町2-6 三成ほていやビル

046-223-4111

有隣堂 本厚木ミロード南館店

神奈川県厚木市泉町1-1小田急本厚木ミロード南館1・2F

046-226-8141

有隣堂 センター南駅店

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-1 センター南駅構内

045-945-2211

有隣堂 小田原ラスカ店

神奈川県小田原市栄町1-1-9 小田原ラスカ 5F

0465-24-7739

有隣堂 アトレ川崎店

神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1-6040 アトレ川崎 6F

044-200-6831

有隣堂 武蔵小杉東急スクエア店

神奈川県川崎市中原区小杉町3-472 東急スクエア3F

044-738-2160

有隣堂 新百合ヶ丘エルミロード店

神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1 小田急エルミロード 4F

044-965-3075

有隣堂 ミウィ橋本店

神奈川県相模原市緑区橋本3-28-1 ミウィ橋本4F

042-700-7680

有隣堂長津田店

神奈川県横浜市緑区長津田4-1-1長津田駅構内

045-989-3261

紀伊國屋書店新宿本店別館コミック売場

東京都新宿区新宿3丁目15番11号アドホックビル2階

03-3354-0660

くまざわ書店浅草店

東京都台東区花川戸1-4-1 松屋浅草3F

03-3845-7241

くまざわ書店武蔵小金井店

東京都小金井市本町5-11-2 ＭＥＧＡドン・キホーテB1F

042-385-2351

住吉書房駒沢大学駅前店

東京都世田谷区上馬3-18-11 エルフレア駒沢1F

03-5779-8300

住吉書房小岩店

東京都江戸川区南小岩7-24 小岩ポポB1

03-3672-7080

住吉書房五反野店

東京都足立区足立4-57-1 Ekit1F

03-3840-6314

有隣堂 セレオ八王子店

東京都八王子市旭町1-1 セレオ八王子北館8F

042-655-2311

有隣堂 グランデュオ蒲田店

東京都大田区西蒲田7-68-1 グランデュオ蒲田 西館6F

03-5703-1921

有隣堂 アトレ大井町店

東京都品川区大井1-2-1 アトレ大井町5F

03-5709-7361

有隣堂 アトレ目黒店

東京都品川区上大崎2-16-7 アトレ目黒1「B館」3F・4F

03-3442-1231

有隣堂 アトレ恵比寿店

東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿5F

03-5475-8384

有隣堂 町田モディ店

東京都町田市原町田6-2-6 町田モディ8F

042-739-5231

有隣堂 アトレ亀戸店

東京都江東区亀戸5-1-1 アトレ亀戸5F

03-5628-1231

有隣堂 錦糸町テルミナ店

東京都墨田区江東橋3-14-5 テルミナ4F

03-5638-8321

有隣堂 ヨドバシＡＫＩＢＡ店

東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシＡＫＩＢＡ 7F

03-5298-7474

有隣堂 シャポー小岩店

東京都江戸川区南小岩7-24-15小岩ポポ1F

03-5889-8341

アニメガ二子玉川店

東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンタータウンフロント6階

03-5797-5168

アニメガ新宿マルイアネックス店

東京都新宿区新宿3-1-26新宿マルイアネックス7F

03-5312-6171

アニメガ南大沢店

東京都八王子市南大沢2-28-1 ガレリア・ユギ 5階

042-679-8190

アニメガ町田店

東京都町田市原町田6-6-14 町田ジョルナ 地下2階

042-851-7272

アニメガヴィーナスフォート店

東京都江東区青海1-3-15 ヴィーナスフォート3F

03-6457-1197

アニメガ池袋サンシャインアルタ店

東京都豊島区東池袋3-1-3 池袋サンシャインシティ アルタ 1F

03-6912-7221

アニメガ京王八王子店

東京都八王子市明神町3-27-1 京王八王子ＳＣ 9F

042-656-7148

カルチャーエージェントカフェ渋谷店

東京都渋谷区渋谷1-23-16 ｃｏｃｏｔｉ ＳＨＩＢＵＹＡ2F

03-6712-6274

アニメガ熊谷ニットーモール店

埼玉県熊谷市銀座2-245（ニット―モール4階）

048-520-2031

住吉書房市川店

千葉県市川市市川1-1-1 シャポー市川B1

047-326-4752

住吉書房本八幡店

千葉県市川市八幡2-17-1

047-336-7725

有隣堂 アトレ新浦安店

千葉県浦安市入船1-1-1 アトレ新浦安 2F

047-305-0511

有隣堂 シャポー市川店

千葉県市川市市川1-1-1 シャポー市川1F

047-325-7371

アニメガ松本店

長野県松本市深志1丁目3-11 コングロＭ

0263-31-8171

アニメガ京都店

京都府京都市下京区四条通柳馬場東入エイシンビル

075-255-0654

アニメガ梅田ロフト店

大阪府大阪市北区茶屋町16-7梅田ロフト7F文教堂ＪＯＹ内

06-4256-6114

