「ハッカドール夏のアニメ祭り」対象店舗
都道府県

書店

北海道

北文館

〒041-0806 北海道函館市美原1-7-1

TSUTAYA室蘭店

〒059-0087 北海道室蘭市中島本町1-1-6

紀伊國屋書店札幌本店

〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西5丁目7番地 SAPPORO55

秋田県

TSUTAYA大仙店

〒014-0044 秋田県大仙市戸蒔字東89

岩手県

ブックスさんわ

〒024-0092 岩手県北上市本通り2丁目2-1 ツインモールプラザ東館4F

宮城県

ブックセンター湘南矢本店

〒981-0504 宮城県東松島市小松字上浮足43

ブックTOWN角田店

〒981-1505 宮城県角田市角田幸町62

宮脇書店仙台鈎取店

〒982-0805 宮城県仙台市太白区鈎取本町1丁目21−1

ヤマテル柴田店

〒989-1611 宮城県柴田郡柴田町上名生字新大原194-1

宮脇書店鹿島台店

〒989-4102 宮城県大崎市鹿島台木間塚字小谷地515-2

宮脇書店須賀川店

〒962-0013 福島県須賀川市岡東町129-1

西沢書店門田店

〒965-0832 福島県会津若松市天神町22-27

スクラム鏡石店

〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町桜岡375-9

丸善丸の内本店

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-4

TSUTAYA三軒茶屋店

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー2F

東武ブックス西新井店

〒123-0843 東京都足立区西新井栄町2-1-1 西新井駅ビル・トスカ西館4F

あゆみBOOKS瑞江店

〒132-0011 東京都江戸川区瑞江2-5-1 ドーミー瑞江1F

有隣堂シャポー小岩店

〒133-0056 東京都江戸川区南小岩7-24-15 シャポー小岩1F

SHIBUYA TSUTAYA

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-6

啓文堂書店渋谷店

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-4-19

中目黒ブックセンター

〒153-0051 東京都目黒区上目黒3-7-6 2F

啓文堂書店明大前店

〒156-0043 東京都世田谷区松原2-46-1 フレンテ明大2F

文禄堂高円寺店

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-6-1 高円寺千歳ビル1F

文禄堂荻窪店

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-30-6 福村産業ビル1F

あゆみBOOKS平和台店

〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-41 やかた平和台ビル1F

啓文堂書店三鷹店

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-35-1 三鷹コラル3F

啓文堂書店仙川店

〒182-0002 東京都調布市仙川町1-43-1

啓文堂書店府中店

〒183-0055 東京都府中市府中町1-3-6

オリオン書房ノルテ店

〒190-0012 東京都立川市曙町2-42-1 パークアベニュー3F

オリオン書房サザン店

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-2-1 サザン2F

オリオン書房アレア店

〒190-8521 東京都立川市柴崎町3-6-29 アレアレア23F

啓文堂書店高幡店

〒191-0031 東京都日野市高幡116-10 京王高幡ショッピングセンター3F

啓文堂書店多摩センター店

〒206-0033 東京都多摩市落合1-10-1 京王クラウン街

啓文堂書店稲田堤店

〒214-0001 神奈川県川崎市多摩区菅4-2-1

伊勢原書店城山店

〒220-0105 神奈川県津久井郡城山町久保沢1-4-12

はまゆう書房

〒238-0101 神奈川県三浦市南下浦町上宮田1486-1

三省堂書店海老名店

〒243-0432 神奈川県海老名市中央1-1-1 VINAWALK1番館4F

啓文堂書店東海大学前店

〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名1-1-1 小田急マルシェ東海大前

伊勢原書店渋沢店

〒259-1316 神奈川県秦野市沼代新町5-31

ときわ書房本八幡店

〒272-0021 千葉県市川市八幡2-15-10 パティオ5F

BOOK EXPRESS Dila西船橋店

〒273-0031 千葉県船橋市西船4丁目27-7 JR西船橋駅構内Dila

TSUTAYA北習志野駅前店

〒274-0063 千葉県船橋市習志野台2-1-6 2F

浅野書店

〒277-0005 千葉県柏市柏1-1-20 スカイプラザB1

TSUTAYA佐倉店

〒285-0819 千葉県佐倉市寺崎北6-1-2

多田屋長浦店

〒299-0246 千葉県袖ヶ浦市長浦駅前1-7 イオン1F

東武ブックスビーンズ戸田公園店

〒335-0023 埼玉県戸田市本町4-15-1

深井書店

〒344-0032 埼玉県春日部市備後東1-22-3

東武ブックス動物公園店

〒345-0801 埼玉県南埼玉郡宮代町大字百聞2-3-24

精文堂

〒350-1123 埼玉県川越市脇田町6-3

宮脇書店朝霞店

〒351-0011 埼玉県朝霞市本町1-38-43

あゆみBOOKS志木店

〒352-0001 埼玉県新座市東北2-39-23

宮脇書店行田持田店

〒361-0056 埼玉県行田市持田964-1

よむよむアピタ本庄店

〒367-0048 埼玉県本庄市南1-2-10 アピタ本庄店2F

川又書店県庁店

〒310-0852 茨城県茨城県水戸市笠原町978-25 茨城県開発公社ビル1F

TSUTAYA勝田東石川店

〒312-0052 茨城県ひたちなか市大字東石川3614番地1

ビッグワンTSUTAYA宇都宮竹林店

〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町549-1

宮脇書店佐野店

〒327-0831 栃木県佐野市浅沼町742 イオンタウン佐野2F

福島県

東京都

神奈川県

千葉県

埼玉県

茨城県
栃木県

栃木県
宮脇書店野木店

〒329-0111 栃木県下都賀郡野木町丸林650-2

ビッグワンTSUTAYAさくら店

〒329-1312 栃木県さくら市櫻野505

TSUTAYAすみや三島店

〒411-0902 静岡県駿東郡清水町玉川157-1

TSUTAYAすみや静岡本店

〒420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町1丁目20-102

谷島屋流通通り店

〒420-0803 静岡県静岡市葵区千代田7-10-33

谷島屋マークイズ静岡店

〒420-0821 静岡県静岡市葵区柚木191 MARKIS静岡2F

谷島屋高松店

〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-27-3

谷島屋浜松本店

〒430-0926 静岡県浜松市中区砂山町6-1 メイワン8F

天竜谷島屋

〒431-3314 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣1385-2

TSUTAYA佐鳴台店

〒432-8061 静岡県浜松市西区入野町621-1

TSUTAYA袋井国本店

〒437-0012 静岡県袋井市国本2543-1

谷島屋ららぽーと磐田店

〒438-0801 静岡県磐田市高見丘1200 ららぽーと磐田1F

星野書店近鉄パッセ店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区 名駅1-2-2近鉄パッセ8F

ライブラリー大曽根

〒461-0022 愛知県名古屋市東区東大曽根町46-6 アスティ大曽根内

KDM.txt守山店

〒463-0003 愛知県名古屋市守山区下志段味南荒田2300番1

えみたす植田店

〒468-0009 愛知県名古屋市天白区元植田1丁目302番地 ピアゴ植田2F

カルコス扶桑店

〒480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町柏森字長畑356番地

カルコス小牧店

〒485-0046 愛知県小牧市堀の内5-144

えみたす瀬戸店

〒489-0818 愛知県瀬戸市幸町33番地 アピタ瀬戸店2F

カルコス穂積店

〒501-0224 岐阜県瑞穂市稲里651-1

カルコス本店

〒502-0914 岐阜県岐阜市菅生8-7-21

カルコス各務原店

〒504-0942 岐阜県各務原市小佐野町1-11

石川県

宮脇書店イオン金沢店

〒920-3126 石川県金沢市福久2-58

富山県

片村書店

〒939-1637 富山県南砺市福光288番1グリーンモール福光楽蔵内

静岡県

愛知県

岐阜県

BOOKSなかだ掛尾本店Comic-Labo 〒939-8212 富山県富山市掛尾町180-1
文信堂書店長岡店

〒940-0061 新潟県長岡市城内町1-611-1

ブックコスモス

〒943-0824 新潟県上越市北城町3-5-8

中村興文堂書店豊津店

〒564-0062 大阪府吹田市垂水町水町2-1-24

TSUTAYA八戸ノ里店

〒577-0801 大阪府東大阪市小阪3丁目1番11号 Ｅ-1号

アニメガ三宮店

〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目9−1−201-2 センタープラザ

リブロ明石店

〒673-0886 兵庫県明石市東仲ノ町6-1 アスピア明石南館2F

奈良県

いかるが書店五位堂店

〒639-0225 奈良県香芝市瓦口194-1

和歌山

炭家書店

〒644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部726-9

滋賀県

本のがんこ堂唐崎店

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎1-1-80

本のがんこ堂石山駅前店

〒520-0832 滋賀県大津市粟津町3-2 JR石山駅前NKビル2F

本のがんこ堂野洲店

〒520-2333 滋賀県野洲市栄5-3

本のがんこ堂石部店

〒520-3107 滋賀県湖南市石部東6丁目1-7

本のがんこ堂彦根駅前店

〒522-0074 滋賀県彦根市大東町3-1 近江鉄道ビル1F

本のがんこ堂アクア店

〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町179 アクア213F

本のがんこ堂守山店

〒524-0044 滋賀県守山市古高町福田393-19

啓文社岡山本店

〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野377-1

津山ブックセンターアルネ店

〒708-0065 岡山県津山市新魚町17 アルネ津山3F

津山ブックセンター本店

〒708-0842 岡山県津山市河辺1150-8

津山ブックセンターイオン店

〒708-0842 岡山県津山市河辺1000-1

広島県

啓文社コア春日店

〒721-0907 広島県福山市春日町5-1-3

福岡県

BOOKSあんとくつぶく店

〒830-0047 福岡県久留米市津福本町字沼畑61-1

BOOKSあんとくみずま店

〒830-0101 福岡県久留米市三潴町早津崎892

A'BOOK甘木店

〒838-0068 福岡県朝倉市甘木380 イオンショッピングセンター内

積文館書店高田店

〒839-0215 福岡県みやま市高田町大字濃施367

長崎県

オックスフォード貝津店

〒854-0063 長崎県諫早市貝津町2237−1

沖縄県

宮脇書店うるま店

〒904-2244 沖縄県うるま市江洲507

新潟県
大阪府
兵庫県

岡山県

