「ゆうべはお楽しみでしたね」④発売記念フェア
全国のフェア参加書店
Ａ’ＢＯＯＫ 穂波店
ＢｏｏｋＤｅｐｏｔ書楽
ＫａＢｏＳ Ｗａｉ Ｐｌａｚａ店
ＮＥＴ２１伊吉書院類家店
ＳＨＩＢＵＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫ ＳＴＯＲＥ
TSUTAYA WAY OC前田辺店
TSUTAYA WAY 岩出店
TSUTAYA WAY ｵｰｸﾜ本社店
TSUTAYA WAY ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟｰｸ和歌山店
TSUTAYA WAY 海南店
TSUTAYA WAY 奈良押熊店
TSUTAYA WAY 橋本店
TSUTAYA WAY 美浜店
TSUTAYA WAY 久居店
TSUTAYA 春日井店
ＴＳＵＴＡＹＡ 岩見沢店
ＴＳＵＴＡＹＡ 高松サンシャイン通り店
ＴＳＵＴＡＹＡ 三軒茶屋店
ＴＳＵＴＡＹＡ 山陽店
ＴＳＵＴＡＹＡ 西宝店
ＴＳＵＴＡＹＡ 鶴ケ峰駅前店
ＴＳＵＴＡＹＡ 半田店
ＴＳＵＴＡＹＡ 伏石店
アカデミア サンリブシティ小倉店
アミーゴ書店 枚方店
アルパークブックガーデン廣文館
いまじん 春日井南店
ヴィレッジヴァンガード 下北沢
大垣書店 イオンモールＫＹＯＴＯ店
大垣書店 イオンモール京都桂川店
大垣書店 イオンモール京都五条店
大垣書店 亀岡店
大垣書店 烏丸三条店
大垣書店 京都ファミリー店
大垣書店 京都ヨドバシ店
大垣書店 神戸ハーバーランドumie店
大垣書店 四条店
大垣書店 高槻店
大垣書店 高野店
大垣書店 豊中緑丘店
大垣書店 二条駅店
大垣書店 ビブレ店
大垣書店 フォレオ大津一里山店
大垣書店 伏見店
大垣書店 ブックパル桂南店
大垣書店 ブックパル五条店
オリオン書房 ノルテ店
オリオン書房 ルミネ立川店
紀伊國屋書店 梅田本店
くまざわ書店 グランデュオ蒲田店
くまざわ書店 横須賀店
くまざわ書店 船橋店
啓林堂書店 学園前店
啓林堂書店 奈良店
コミコミスタジオ広島
コミコミスタジオ町田
書泉芳林堂書店 関内店
書泉芳林堂書店 所沢駅ビル店
ときわ書房 八千代台店
パルコブックセンター 吉祥寺店
久美堂本店
ヒバリヤ書店コミックランドヒバリヤ
フタバ図書 ＧＩＧＡ広島駅前店

フタバ図書 ＴＥＲＡ広島府中店
フタバ図書 ＴＥＲＡ南砂町店
フタバ図書 アルティアルパーク北棟店
ブックエース 見和店
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
ブックエキスプレス 横浜南口店
ブックエキスプレス東京駅京葉ストリート店
ブックスタジオ大阪店
ブックスタマ小作店
ブックスタマ千ヶ瀬店
ブックスタマ所沢店
ブックスタマ東村山店
ブックスタマ福生店
ブックスタマ武蔵小山店
ブックセンターすばる 和田山店
ブックセンターほんだ
ブックファースト あおい川崎店
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 ルミネ新宿店
ブックファースト 新宿店
ブックファースト 梅田２階店
芳林堂書店 高田馬場店
芳林堂書店 所沢駅ビル店
みどり書房 イオンタウン店
みどり書房 桑野店
ミライア 本荘店
朗月堂
わんだーらんど なんば店
旭屋書店 天王寺ＭｉＯ店
伊吉書院類家店
喜久屋書店 宇都宮店
喜久屋書店 仙台店
喜久屋書店 大和郡山店
喜久屋書店 漫画館倉敷店
紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店
紀伊國屋書店 浦和パルコ店
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 福岡本店
宮脇書店 大阪柏原店
金高堂朝倉ブックセンター
金高堂土佐山田店
金高堂本店
金高堂野市店
啓文社 コア春日店
啓文堂書店 高幡店
啓文堂書店 三鷹店
啓文堂書店 府中店
今井書店 AREA
今井書店 グループセンター店
今井書店 パープルタウン店
今井書店 プラーナ店
今井書店 ゆめタウン出雲店
今井書店 ゆめタウン浜田店
今井書店 学園通り店
今井書店 吉成コミック店
今井書店 境港店
今井書店 錦町店
今井書店 湖山ﾒﾃﾞｨｱ館
今井書店 出雲店
今井書店 倉吉店
今井書店 田園町店

今井書店 本の学校 メディア館
今井書店アプト店
三省堂書店 カルチャーステーション千葉店
三省堂書店 下北沢店
三省堂書店 海老名店
三省堂書店 岐阜店
三省堂書店 京都駅店
三省堂書店 新横浜店
三省堂書店 神保町本店
三省堂書店 大宮店
三省堂書店 東京ソラマチ店
三省堂書店 名古屋高島屋店
三省堂書店 有楽町店
山下書店 渋谷南口店
須原屋 武蔵浦和店
星野書店 近鉄パッセ店
精文館書店 新城店
精文館書店 本店
蔦屋書店 伊勢崎宮子店
蔦屋書店 熊本三年坂
天一書房 日吉店
田村書店 ららぽーと和泉店
田村書店 上新庄店
田村書店 千里中央店
田村書店 川西店
田村書店 武庫之荘北店
東京旭屋書店 イオンモール浦和美園店
白石書店駅前店
白石書店本店
福岡金文堂 本店
福岡金文堂 姪浜店
福岡金文堂 姪浜南店
文苑堂書店 小杉店
文苑堂書店 清水町店
文苑堂書店 藤の木店
文苑堂書店 富山豊田店
文苑堂書店 福田本店
文苑堂書店 本郷店
文教堂 アニメガ新宿マルイアネックス店
文教堂書店 浜松町店
平安堂 飯田店
本と文具ツモリ 西部店
未来屋書店 高の原店
明正堂 アトレ上野店
有隣堂 アトレ川崎店
有隣堂 グランデュオ蒲田店
有隣堂 横浜駅西口店
廣文館アリオ倉敷店
廣文館イオン高屋ＳＣ店
廣文館イトーヨーカドー曳舟店
廣文館サンリブ五日市店
廣文館フジグラン広島店
廣文館フジグラン高陽店
廣文館フレスタ三次店
廣文館金座街本店
廣文館呉駅ビル店
廣文館広島駅ビル店
廣文館広島空港店
廣文館三原宮浦店
廣文館新幹線店
廣文館福山駅ビル店
廣文館緑井天満屋店
廣文舘サングリーン三次店

