「MURCIÉLAGO -ムルシエラゴ-」④巻フェア店舗一覧
アニメイト 各店
メロンブックス 各店（一部店舗除く）
東武ブックス 各店（一部店舗除く）
いまじん白揚 各店（一部店舗除く）
オリオン書房 各店（一部店舗除く）
エンジョイスペースギルド
アミーゴ書店 都島店
アバンティブックセンター 三田駅前店
パルネット ひまわり難波店
ヤマダ電機 ＬＡＢＩ１なんば店書籍売場
ヤマダ電機 ＬＡＢＩ千里店
水嶋書房 丹波橋店
文進堂書店
宮脇書店 玉出店
ジュンク堂書店 三宮駅前店
ジュンク堂書店 姫路店
ジュンク堂書店 三宮店
ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店
ＢｏｏｋＣｉｔｙ平惣 徳島店
カルチャーシティ平惣 小松島バイパス店
宮脇書店 宇部店
西村書店
あおい書店 西院店
正和堂書店 鶴見店
楽学書館 Ｂｅｇｉｎ
旭屋書店 イオンモールりんくう泉南店
ＴＳＵＴＡＹＡ アミ中百舌鳥駅前店
宮脇書店 本店
宮脇書店 南本店
宮脇書店 イオン高知店
幸太郎本舗 ＴＳＵＴＡＹＡ宇部店
明文堂書店 富山新庄経堂店
芳進堂 ラムラ店
じっぷじっぷ 種池店
ブック宮丸 金沢南店
うつのみや 金沢工大前店
ＣＯＭＩＣ ＺＩＮ 秋葉原店
丸善 お茶の水店
有隣堂 ヨドバシＡＫＩＢＡ店
書泉ブックタワー
明文堂書店 富山有沢橋店
Ｋ－ＢＯＯＫＳ秋葉原新館
ＫａＢｏＳ 大桑店
あゆみＢｏｏｋｓ 高円寺店
Ｂｏｏｋプラザ文華堂
ブックスタマ 福生店
明林堂書店 大分本店
ブックスフジ 大鳥居店
ひょうたん書店 西田店
ブックショップ書楽
くまざわ書店コミックランドビーワン八王子
あおい書店 中野本店
平坂書房 ＭＯＲＥ’Ｓ店
東西書店
まんが王 八王子店
ブックスルーエ
ブックスミスミ オプシア店
アシーネ 金沢八景店
ヤマダ電機 ＬＡＢＩ品川大井町店

友朋堂書店 桜店
丸善 津田沼店
紀伊國屋書店 仙台店
三省堂書店 カルチャーステーション千葉店
ＴＳＵＴＡＹＡ 市原五井店
精文館書店 木更津店
ブックエキスプレス 仙台北口店
ブックエキスプレス エキュート上野店
ブックエキスプレス ディラ西船橋店
明正堂 アトレ上野店
住吉書房 シャポー市川店
宮脇書店 佐野店
岩瀬書店 富久山店プラスゲオ
リブロ エキュート日暮里店
ブックスなにわ 多賀城店
ブックエース 茨大前店
ときわ書房 本店
こまつ書店 寿町本店
あゆみＢｏｏｋｓ 瑞江店
みどり書房 桑野店
ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ さくら店
みどり書房 イオンタウン店
ハートブックス 黒磯店
ヤマト屋書店 中里店
ハートブックス ４００号西那須野店
ブックエース 杉戸店
ブックエース 春日部１６号線店
堀江良文堂書店 松戸店
青馬堂書店
オークスメディアパーク 野田店
オークスブックセンター 南柏店
ときわ書房 新松戸店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ イーアスつくば店
東京旭屋書店 新越谷店
新星堂 カルチェ５柏店書籍売場
住吉書房 武蔵中原店
すばる書店 佐倉店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＪＲ東所沢駅前店
ＷＡＹ 和歌山ミオ店
サンミュージック ハイパーブックス長浜
サンミュージック 守山店
啓文社 コア神辺店
本のがんこ堂 唐崎店
宮脇書店 平島店
ブックセンターコスモ 出雲店
ラックス 奈良柏木店
信長書店 京都四条河原町店
富士書房 大久保店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅田店
ジュンク堂書店 千日前店
紀伊國屋書店 阪急３２番街店
三省堂書店 京都駅店
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

住吉書房 新丸子駅前店
住吉書房 駒沢大学駅前店
芳林堂書店 関内店
ブックポート２０３ 鶴見店
ＮＥＴ２１中原ＢＬ・ＴＳＵＴＡＹＡ小杉店
カルコス 穂積店
くらや 大森駅ビルララ店
啓文堂書店 高幡店
啓文堂書店 府中店
啓文堂書店 多摩センター店
丸善 ラゾーナ川崎店
紀伊國屋書店 笹塚店
三省堂書店 岐阜店
有隣堂 アトレ川崎店
ブックファースト 青葉台店
あおい書店 川崎駅前店
天一書房 日吉店
天一書房 綱島店
真光書店 本店
住吉書房 新杉田店
宮脇書店 新松阪店
宮脇書店 四日市本店
あゆみＢｏｏｋｓ 平和台店
あゆみＢｏｏｋｓ 志木店
戸田書店 リブレ菊川店
戸田書店 藤枝東店
竹島書店 八潮店
一清堂 浦和栄和店
さきたま書店
須原屋 本店
精文堂
竹島書店 十条店
らくだ書店 東郷店
ブックス鶴ヶ島インター
ＮＥＴ２１吉見書店竜南店
本の王国 刈谷店
ＮＥＴ２１吉見書店長田店
ジュンク堂書店 ロフト名古屋店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 新静岡店
紀伊國屋書店 ららぽーと豊洲店
精文館書店 本店コミック館
精文館書店 新豊田店
ブックファースト ルミネ川越店
ブックエキスプレス エキュート赤羽店
ブックエキスプレス ディラ大宮店
明屋書店 イケヤ高林店
東京旭屋書店 イオンモール浦和美園店
谷島屋 浜松本店
星野書店 近鉄パッセ店
須原屋 武蔵浦和店
書楽 和光店
戸田書店 静岡本店
リブロ エキュート大宮店
カルコス 扶桑店
カルコス 小牧店
ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽
ＴＳＵＴＡＹＡ 坂戸千代田店
紀伊國屋書店 浦和パルコ店
竹島書店 草加店
竹島書店 三郷店
竹島書店 蒲生店
竹島書店 高砂店
うさぎや 宇都宮戸祭店
うさぎや ＴＳＵＴＡＹＡ宇都宮東簗瀬店

ＷＡＹ オークワ本社店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ 岩出店
清風堂書店 梅田店
啓文社 岡山本店
啓文社 コア福山西店
宮脇書店 総社店
わんだーらんど なんば店
ブックスタジオ
ソフマップ なんば店ザウルス１ 書籍売場
サンミュージック ハイパーブックス駒井沢
サンミュージック ＨＢかがやき通り店
ゲオ 札幌手稲店
ゲオ 北見南大通店
ザ・本屋さん ＷＯＷ店
ブックファースト 新宿店
ＮＥＴ２１伊吉書院西店
ＮＥＴ２１井上鶴見ミナール店
芳林堂書店 高田馬場店
エムズエクスポ盛岡店
蔦屋書店 木野店
あゆみＢｏｏｋｓ 田町店
あゆみＢｏｏｋｓ 五反田店
ヤマダ電機 テックランド福岡香椎本店
ブックセンタークエスト 黒崎井筒屋店
メトロ書店 博多店
明林堂書店 エーブック幸袋店
明林堂書店 エーブック直方店
Ａ’ＢＯＯＫ 穂波店
ジュンク堂書店 池袋本店
ジュンク堂書店 福岡店
丸善 博多店
ジュンク堂書店 那覇店
明和書店 池袋店
明林堂書店 エーブック飯塚店
芳林堂書店 コミックプラザ
リブロ 池袋本店
ヤマダ電機 ＬＡＢＩ１ 日本総本店 池袋
メトロ書店 本店
文真堂書店 上原店
平安堂 川中島店
山下書店 渋谷南口店
知遊堂 赤道店
啓文堂書店 渋谷店
紀伊國屋書店 前橋店
三省堂書店 海老名店
有隣堂 厚木店
有隣堂 町田モディ店
平安堂 飯田店
平安堂 座光寺店
平安堂 あづみ野店
知遊堂 上越国府店
小田急ブックメイツ 新百合ヶ丘北口店
ヤマダ電機 ＬＡＢＩ１高崎店
あゆみＢｏｏｋｓ 早稲田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 新所沢店
宮脇書店 北本店
竹島書店 江古田南口店
山下書店 行徳店
ときわ書房 八千代台店
明和書店 練馬店
ジュンク堂書店 藤沢店
有隣堂 横浜駅西口店
有隣堂 藤沢店
有隣堂 戸塚モディ店

多田屋 稲毛店
こまつ書店 西田店
こまつ書店 鈴川店
こまつ書店 堀川町店
サンライズ 高根沢店
ＮＥＴ２１ＢＣササエ大和吉岡店
ＢＯＯＫＳ昭和堂
岩瀬書店 会津若松駅前店
岩瀬書店 鎌田店
八文字屋書店

有隣堂 テラスモール湘南店
ミライア 本荘店
あおい書店 横浜店
芳林堂書店 所沢駅ビル店
東西書房 葛西店
住吉書房 東戸塚店
ＴＳＵＴＡＹＡ 狭山店

