『究極の謎本２』初回購入特典「究極の謎ポスター」
対象店舗一覧
※特典はなくなり次第終了となります。詳細は各店舗様へお問合せください。

北海道
三省堂書店

札幌店

北海道札幌市中央区北五条西2-5 JRタワー札幌ステラプレイス5F

011-209-5600

北海道札幌市中央区南1条西1-8-2 高桑ビル地下2階～4階

011-223-1911

北海道札幌市中央区北８条西１４丁目２８ イオン桑園店 2F

011-218-7131

イエローサブマリン 札幌ＧＡＭＥＳＨＯＰ

北海道札幌市中央区南三条西4丁目12番1

011-213-6003

未来屋書店

苫小牧店

北海道苫小牧市柳町３丁目１−２０

0144-53-8040

未来屋書店

旭川西店

北海道旭川市緑町２３丁目２１６１−３

0166-59-0377

桜台店

岩手県花巻市桜台１丁目１２ー１２

0198-23-0660

TSUTAYA 大﨑古川店

宮城県大崎市古川穂波3-4-1

0229-21-8411

丸善

宮城県仙台市青葉区中央1-3-1

MARUZEN&ジュンク堂書店
未来屋書店

札幌店

桑園店

アルシュ4Ｆ

東北
エムズ書店

仙台アエル店

紀伊國屋書店

仙台店

AER1階

022-264-0151

宮城県仙台市太白区長町7-20-3 ザ･モール仙台長町 3F

022-308-9211

宮城県仙台市青葉区中央３丁目６−１ 地下１階 ヤマダ電機ＬＡＢＩ仙台

022-265-5656

山形県山形市嶋北４丁目２−１７

023-682-3111

福島県会津若松市１５４神指町大字南四合字幕内南番地アピタ会津若松２Ｆ

0242-29-0711

群馬県太田市石原町８１

0276-47-8723

栃木県宇都宮市御幸ケ原町５９−１１

028-660-5278

イエローサブマリン 宇都宮GAMESHOP

栃木県宇都宮市曲師町2-8

028-651-6966

くまざわ書店

埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1

ジュンク堂書店
戸田書店

仙台TR店

山形店

くまざわ書店

会津若松店

関東
喜久屋書店
ゲオ

太田店

サンライズ御幸ヶ原店

宮原店

ブックファースト
紀伊國屋書店

ルミネ大宮店

未来屋書店

さいたま新都心店

イトーヨーカドー大宮宮原店3F

埼玉県さいたま市大宮区錦町６３０ルミネ大宮ルミネ１
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2

６階

コクーン1 東館 1F

048-661-8931
048-650-7821
048-600-0830

埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目２−９ イオンモール与野 3F

048-851-6070

ブックデポ書楽

埼玉県さいたま市中央区上落合２丁目３-５ アルーサＢ館アルーサショッピングモール

048-852-6581

須原屋

埼玉県さいたま市浦和区仲町２丁目３-２０

048-822-5321

イエローサブマリン プレイソフト宮原店

埼玉県さいたま市北区宮原町3-561

3F

048-652-3535

未来屋書店 イオンレイクタウン店

埼玉県越谷市レイクタウン３丁目1番地1

048-988-7742

旭屋書店 新越谷店

埼玉県越谷市南越谷１丁目１１−４ 3F VARIE

048-985-5501

須原屋 川口前川店

埼玉県川口市前川1-1-11 イオンモール川口前川 3F

048-263-5321

未来屋書店

埼玉県ふじみ野市ふじみ野１丁目２−１

049-278-2550

埼玉県桶川市若宮1-5-2

048-789-0011

丸善

与野店

宇都宮フェスタ3F

本店

大井店

桶川店

桶川マイン3階

未来屋書店 北戸田店

埼玉県戸田市美女木東１丁目３−１ イオンモール北戸田 3F

048-449-4080

ブックファースト

埼玉県川越市脇田本町３９－１９ルミネ川越４階

049-240-6212

ルミネ川越店

イエローサブマリン 川越カードショップ

埼玉県川越市新富町2-11-4

スーパーブックスycvox

埼玉県鶴ケ島市富士見１－２ワカバウォーク内２Ｆ

049-272-5222
04-7148-2382

ワカバウォーク店

マルキンビル3Ｆ

Ａ-1

くまざわ書店

柏高島屋ステーションモール新館店

千葉県柏市末広町1-1

紀伊國屋書店

セブンパークアリオ柏店

千葉県柏市大島田1-6-1 セブンパークアリオ柏 2F

04-7160-8015

千葉県柏市柏1丁目2-26

04-7168-0215

ジュンク堂書店

柏モディ店

柏高島屋ステーションモール新館5F

049-229-6377

柏モディ5階

イエローサブマリン 柏店

千葉県柏市柏1-1-11

旭屋書店

千葉県船橋市本町７丁目１−１ 東武百貨店船橋店 5階

047-424-7331

千葉県習志野市谷津7－7－1

047-470-8311

丸善

船橋店

津田沼店

蔦屋書店

イオンモール幕張新都心店

イエローサブマリン 千葉ゲームショップ

柏マルイB1F

04-7162-1616

Loharu津田沼Ｂ棟2階・3階

千葉県千葉市美浜区豊砂１−１ イオンモール 1階 グランドモール

043-306-7361

千葉県千葉市中央区富士見2-3-1

043-227-5388

塚本ビル

3F

関東
紀伊國屋書店

流山おおたかの森店

未来屋書店

イオンモール銚子店

くまざわ書店

四街道店

千葉県流山市１丁目5−１ 流山おおたかの森SC2F おたかの森南

04-7156-6111

千葉県銚子市三崎町２丁目２６６０−１

0479-20-0601

千葉県四街道市中央5番地

043-304-9311

イトーヨーカドー四街道店1F

良文堂書店 松戸店

千葉県松戸市松戸１２２５

047-365-5121

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

横浜西口コミック王国店

神奈川県横浜市西区南幸１丁目４ B1F

045-311-6265

紀伊國屋書店

横浜店

神奈川県横浜市西区高島２丁目１８−１ そごう横浜店 7F

045-450-5901

紀伊國屋書店

ららぽーと横浜店

神奈川県横浜市都筑区池辺町４０３５−１ ららぽーと横浜 3F

045-938-4481

神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3-2 みなとみらい東急スクエア ① (3階)

045-323-9660

神奈川県横浜市港北区綱島東4-3-17

045-533-4072

丸善

横浜みなとみらい店

くまざわ書店

アピタテラス横浜綱島店

アピタテラス横浜綱島店2F219区画

ブックファースト

青葉台店

神奈川県横浜市青葉区青葉台２－１－１青葉台東急スクエアＳ－１別館３階・４階

045-989-1781

ブックポート203

緑園店

神奈川県横浜市泉区緑園4-2-17

045-811-5700

紀伊國屋書店

神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 Colette･Mare（コレットマーレ） 5F

045-640-3081

アシーネ 金沢八景店

神奈川県横浜市金沢区泥亀１丁目２７−１

045-786-9942

イエローサブマリン 横浜店

神奈川県横浜市西区南幸1-11-2 浜西ビル4階

045-311-2847

紀伊國屋書店

神奈川県川崎市中原区新丸子東３丁目1135番地1号 グランツリー武蔵小杉3階

044-331-9990

神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎4F

044-200-6831

神奈川県川崎市幸区堀川町７２−１ ラゾーナ川崎プラザ 1階

044-520-1869

神奈川県藤沢市藤沢559 ビックカメラ藤沢店7階~8階

0466-52-1211

川上書店 ラスカ店

神奈川県茅ケ崎市元町１－１－５０４

0467-87-3827

未来屋書店

相模原店

神奈川県相模原市南区古淵２丁目１０−１

042-730-5401

未来屋書店

秦野店

神奈川県秦野市入船町１２−１

0463-73-8941

サクラ書店

ラスカ平塚店

神奈川県平塚市宝町1-1 平塚ﾗｽｶ5F

0463-23-2751

有隣堂
丸善

横浜みなとみらい店

緑園アーバンプラザ内

武蔵小杉店

アトレ川崎店
ラゾーナ川崎店

ジュンク堂書店

藤沢店

東京
紀伊國屋書店

新宿店 2階

東京都新宿区新宿3-17-7

03-3354-0131

紀伊國屋書店

新宿店

東京都新宿区新宿3-17-7

03-3354-0131

東京都新宿区西新宿１丁目７−３ コクーンタワーB1/B2 モード学園

03-5339-7611

イエローサブマリン 新宿ゲームショップ

東京都新宿区西新宿1-16-10

03-3346-3839

紀伊國屋書店

東京都渋谷区宇田川町２１−１ 西武渋谷店パーキング館1F

03-5784-3561

東京都渋谷区道玄坂2-24-1

03-5456-2111

ブックファースト

1B階

新宿店

西武渋谷店

MARUZEN&ジュンク堂書店

渋谷店

浅川ビルB1F、2F、3F

東急百貨店本店7階

東京都渋谷区宇田川町２１−６

03-5459-2000

東京都豊島区南池袋2-15-5

03-5956-6111

東京都豊島区南池袋１丁目２８−１ 西武池袋本店 別館 書籍館 地下1階～4階

03-6864-8900

イエローサブマリン 池袋ＲＰＧショップ

東京都豊島区東池袋1-15-1 真下ビル6F

03-5927-8799

書泉グランデ

東京都千代田区神田神保町１丁目３−２

03-3295-0011

書泉ブックタワー

東京都千代田区神田佐久間町１丁目１１−１

03-5296-0051

丸善

丸の内本店

東京都千代田区丸の内１丁目６−４ 1階～4階 丸の内オアゾ

03-5288-8881

丸善

お茶の水店

東京都千代田区神田駿河台2－8

03-3295-5581

TSUTAYA

渋谷店

ジュンク堂書店
三省堂書店

池袋店

池袋店

瀬川ビル1階～2階

イエローサブマリン 秋葉原ＲＰＧショップ

東京都千代田区外神田1-11-5 秋葉原スーパービル8F

03-5297-5402

イエローサブマリン 秋葉原本店★ミント

東京都千代田区外神田1-15-16

03-5289-7762

丸善

東京都中央区日本橋２丁目３−１０

03-6214-2001

東京都中央区八重洲２丁目５−１

03-3281-1811

日本橋店

八重洲ブックセンター
ブックファースト

本店

アトレ吉祥寺店

ブックスルーエ
ジュンク堂書店

吉祥寺店

ラジオ会館6F

東京都武蔵野市吉祥寺南町１－１－２４アトレ吉祥寺２階

４番街

0422-23-7671

東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１４－３

0422-22-5677

東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目１１−５ 6階・7階 コピス吉祥寺 B館

0422-28-5333

文教堂書店

二子玉川店

東京都世田谷区玉川2‐21‐1二子玉川ライズＳ.Ｃ.タウンフロント６Ｆ

03-5797-5168

未来屋書店

碑文谷店

東京都目黒区碑文谷4－1－1イオンスタイル碑文谷5Ｆ

03-5725-2701

ブックファースト
紀伊國屋書店

自由が丘店

イトーヨーカドー木場店

東京都目黒区自由が丘１－８－２１メルサ自由が丘ＰａｒｔⅠ

地下１階

03-5731-8891

東京都江東区木場1-5-30 イトーヨーカドー木場店 2F

03-6660-2502

MARUZEN

多摩センター店

東京都多摩市落合1－46－1 ココリア多摩センター5階

042-355-3220

文教堂書店

赤羽店

東京都北区赤羽1-7-9 赤羽第一葉山ビルメッツ1・2階(ブックストア談)

03-5249-2601

ブックファースト

アトレ大森店

東京都大田区大森北１－６－１６アトレ大森４階

03-5767-6831

ブックファースト

ルミネ北千住店

東京都足立区千住旭町４２－２ルミネ北千住８階

03-5284-2311

東京
丸善

メトロ・エム後楽園店

ブックファースト
未来屋書店

中野店

東久留米店

ブックファースト
ジュンク堂書店

東京都文京区春日1-2-3 メトロ・エム後楽園3階

03-5684-5130

東京都中野区中野４－３－１

03-3319-5161

中野サンクォーレ １・２階

東京都東久留米市南沢５丁目１７−６２

レミィ五反田店
大泉学園店

東京都品川区東五反田２－１－２ｒｅｍｙ

042-451-5885
ｇｏｔａｎｄａ

７階

03-6408-1811

東京都練馬区東大泉1-28-1 グランエミオ大泉学園3階

03-5947-3955

明正堂

アトレ上野店

東京都台東区上野7-1-1アトレ上野No.5080

03-5826-5866

リブロ

よむよむザ・モールみずほ店

東京都西多摩郡瑞穂町大字高根６２３

042-568-4646

イエローサブマリン 町田ＧＡＭＥＳＨＯＰ

東京都町田市原町田6-18-13

042-739-6966

イエローサブマリン 立川店

東京都立川市柴崎町3－7－17N2ビル２F/３F

042-548-1706

未来屋書店

板橋店

東京都板橋区徳丸２丁目６−１ イオン板橋店4F

03-5921-0222

新潟南店

新潟県新潟市江南区下早通柳田１丁目１−１

025-381-9100

石川県金沢市鞍月５丁目158

076-239-4400

愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１-３ タカシマヤゲートタワーモール8Ｆ

052-566-6801

愛知県名古屋市中区栄３丁目８−１４

052-238-0320

愛知県名古屋市中区新栄町1-1

052-212-5360

サニーサイドビル2F

中部
未来屋書店
金沢ビーンズ
三省堂書店
丸善

明文堂
名古屋本店

名古屋本店

ジュンク堂書店
未来屋書店

名古屋栄店

新瑞橋店

くまざわ書店

名古屋南店

明治安田生命名古屋ビル地下2階～地下1階

愛知県名古屋市南区菊住１丁目７−１０

052-829-3232

愛知県名古屋市南区豊田4-9-47 アピタ名古屋南店1F

052-691-1554

未来屋書店

守山店

愛知県名古屋市守山区笹ヶ根３丁目１２２８

052-739-0109

未来屋書店

大高店

愛知県名古屋市緑区南大高２丁目４５０ イオンモール大高 3階

052-624-4061

未来屋書店

熱田店

愛知県名古屋市熱田区六野１丁目２−１１

052-884-2186

らくだ書店

城北店

愛知県名古屋市北区水草町1-60

052-913-7161

喜久屋書店

mozoワンダーシティ店

愛知県名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ 4F 名古屋mozoオーパ内

052-506-7671

愛知県名古屋市中村区名駅１丁目２−２ ８階 鉄パッセ

052-581-4796

イエローサブマリン 名古屋GAMESHOP

愛知県名古屋市中区大須3-11-9 OAビル6F

052-957-1637

精文館

愛知県豊橋市広小路1-6

0532-54-2345

愛知県刈谷市稲場町３丁目３０３

0566-21-7350

星野書店

近鉄パッセ店

豊橋本館

ブックセンター

名豊刈谷店

未来屋書店

長久手店

愛知県長久手市中央土地区画整理事業地内5街区・10街区・11街区

0561-64-5722

未来屋書店

岡崎店

愛知県岡崎市戸崎町外山３８−５

0564-72-6282

未来屋書店

東浦店

愛知県知多郡東浦町大字緒川旭１３−２

0562-85-9692

あおい書店

半田店

愛知県半田市花園町２丁目２の１

0569-25-0098

未来屋書店

木曽川店

愛知県一宮市木曽川町黒田字南ハツケ池25-1

紀伊國屋書店

プライムツリー赤池店

愛知県日進市赤池町箕ノ手1

紀伊國屋書店

名古屋空港店

愛知県西春日井郡豊山町豊場林先1-8

TSUTAYA

春日井店

未来屋書店

各務原店

MARUZEN＆ジュンク堂書店

新静岡店

イオンモール木曽川1F

プライムツリー赤池 3F
エアポートウォーク名古屋 401

0586-84-2680
052-800-0125
0568-39-3851

愛知県春日井市美濃町２丁目3−番地

0568-35-5900

岐阜県各務原市那加萱場町3-8

058-389-5008

静岡県静岡市葵区鷹匠１丁目１−１ 新静岡セノバ ５階

054-275-2777

未来屋書店

浜松市野店

静岡県浜松市東区天王町字諏訪１９８１−３

053-467-1330

未来屋書店

富士南店

静岡県富士市鮫島１１８−１０ イオンタウン富士南 2F

0545-66-2028

静岡県御殿場市新橋１９０９−５

0550-83-0880

戸田書店

御殿場店

関西
ジュンク堂書店
梅田

大阪本店

蔦屋書店

MARUZEN＆ジュンク堂書店

梅田店

大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ2階～3階

06-4799-1090

大阪府大阪市北区梅田3-1-3

06-4799-1800

ルクア イーレ9F

大阪府大阪市北区茶屋町７−２０ 地下1階～7階 チャスカ

06-6292-7383

紀伊國屋書店

梅田本店

大阪府大阪市北区芝田１丁目１−３ 阪急三番街

06-6372-5821

紀伊國屋書店

グランフロント大阪店

大阪府大阪市北区大深町４−２０ 南館 6階

06-7730-8451

大阪府大阪市中央区湊町１丁目１ なんばウォーク虹のまち1-2

06-6484-2751

大阪府大阪市西区千代崎３丁目１３−１

06-6584-2770

大阪府大阪市都島区東野田町２丁目１−３８ 京阪モール 2F

06-4801-9255

大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２ー３ マルイト難波ビル 3階

06-4396-4771

イエローサブマリン なんば店

大阪府大阪市浪速区日本橋3-8-23

06-6635-4662

喜久屋書店

阿倍野店

大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３１

06-6634-8606

喜久屋書店

漫画館阿倍野店

大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１（ルシアスビル西棟２Ｆ）

06-6634-8607

TSUTAYA BOOK STORE ららぽーとEXPOCITY

大阪府吹田市千里万博公園2-1

06-4864-8270

旭屋書店

大阪市中央区難波５－１－６０

ブックファースト
未来屋書店

なんばウォーク店

大阪ドームシティ店

紀伊國屋書店

京橋店

ジュンク堂書店

丸善

難波店

なんばCITY店

八尾アリオ店

紀伊國屋書店

高槻店

大阪府八尾市光町2-3

なんばＣＩＴＹ Ｂ２

06-6644-2551

アリオ八尾3階

072-990-0291

大阪府高槻市白梅町4-1 高槻阪急５階

072-686-1195

未来屋書店

大日店

大阪府守口市大日東町１−１８

06-6900-6030

未来屋書店

茨木店

大阪府茨木市松ヶ本町8番30号-3

072-631-2310

未来屋書店

四條畷店

大阪府四條畷市砂４丁目３−２ イオンモール四條畷 3F

072-803-0302

未来屋書店

りんくう泉南店

大阪府泉南市りんくう南浜３−１２ イオンモールりんくう泉南

072-482-0517

未来屋書店

和歌山店

和歌山県和歌山市中５７３ イオンモール和歌山 1F

073-480-5333

未来屋書店

鈴鹿店

三重県鈴鹿市庄野羽山４丁目１−２

059-375-0617

コメリ書房

松坂店

三重県松阪市大黒田町５１５−１

0598-25-2533

コメリ書房

鈴鹿店

三重県鈴鹿市末広南１丁目１−１

059-384-3737

丸善

京都本店

京都府京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251

京都BAL

地下1階～地下2階

075-253-1599

大垣書店 京都ヨドバシ店

京都府京都市下京区烏丸通七条下ル塩小路町590-2 京都ヨドバシ 6F

075-371-1700

大垣書店

京都府京都市下京区東塩小路町

075-741-7722

京都府京都市右京区西院東淳和院町１－１アフレ西院２階

075-950-5949
075-692-3331

京都駅ビル・ザ・キューブ店

ブックファースト

西院店

大垣書店

イオンモールKYOTO店

京都府京都市南区八条通西洞院下ル

大垣書店

イオンモール京都桂川店

京都府京都市南区久世高田町３７６ イオンモール京都桂川 1階

075-925-1717

大垣書店

伏見店

京都府京都市伏見区羽束師菱川町３３４−１

075-924-3717

イエローサブマリン 京都店

京都府京都市中京区蛸薬師通り新京極東 入裏寺町598 河原町ＯＫＩビル4Ｆ

075-253-4300

未来屋書店

高の原店

京都府木津川市相楽台１丁目１−１

0774-73-1714

未来屋書店

久御山店

京都府久世郡久御山町森南大内１５６−１

075-633-5288

京都府城陽市富野荒見田112

0774-56-2650

兵庫県神戸市中央区小野柄通８丁目１−８

078-265-1607

平和書店

TSUTAYAアルプラザ城陽店

紀伊國屋書店

神戸店

イオンモールKYOTO Kaede館 2F

ジュンク堂書店

神戸さんちか店

兵庫県神戸市中央区三宮町1-10-1 地下１階さんちか三番街ホーム&ライフ内

078-335-2877

ジュンク堂書店

三宮駅前店

兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-15 サンシティビル7階

078-252-0777

ジュンク堂書店

三宮店

兵庫県神戸市中央区三宮町1-6-18

078-392-1001

メトロ書店

御影店

兵庫県神戸市東灘区御影中町３丁目２−１ 御影クラッセ 4F

078-858-7337

喜久屋書店

北神戸店

兵庫県神戸市北区上津台

078-983-3755

８丁目１番１号（イオンモール神戸北２Ｆ）

イエローサブマリン 三宮店

兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1

未来屋書店

兵庫県伊丹市藤ノ木1-1-1-2041

072-777-6440

兵庫県西宮市高松町14番2号 阪急西宮ガーデンズ 4階東モール

0798-62-6103

兵庫県姫路市豆腐町222 ピオレ姫路2 2階

079-221-8280

イエローサブマリン 姫路店

兵庫県姫路市亀井町52 外川ビル３Ｆ

0792-21-8230

紀伊國屋書店

兵庫県川西市栄町11-1 モザイクボックス 4F

072-740-2622
078-938-3391

伊丹店

ブックファースト
ジュンク堂書店

阪急西宮ガーデンズ店
姫路店

川西店

センタープラザ西館2F

未来屋書店

明石店

兵庫県明石市大久保町ゆりのき通２丁目３−１

喜久屋書店

草津店

滋賀県草津市新浜町

３００番地

喜久屋書店

橿原店

奈良県橿原市曲川町

７－２０－１

（イオンモール草津

２Ｆ）

（イオンモール橿原）

078-327-5202

077-516-1118
0744-20-3151

中四国
丸善

岡山シンフォニービル店

未来屋書店

岡山シンフォニービル地下1階 ～1F

086-233-4640

岡山県岡山市北区下石井１丁目２−１

086-803-5571

広島県広島市西区扇2丁目1番45号

082-501-5111

イエローサブマリン 広島ＧＡＭＥＳＨＯＰ

広島県広島市中区大手町1-5-14

082-545-9030

未来屋書店

鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津１１６０−１ 1F

0859-37-0205

香川県高松市林町2217番21

087-864-5532

広島

岡山店

岡山県岡山市北区表町1-5-1

蔦屋書店

TSUTAYA

日吉津店
高松サンシャイン通り店

吉岡ビル

九州・沖縄
丸善

博多店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号

紀伊國屋書店

福岡本店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1

JR博多シティ8階

092-413-5401

博多バスターミナル 6F

092-434-3100

未来屋書店

香椎浜店

福岡県福岡市東区香椎浜３丁目１−１２−１

092-673-6374

金修堂書店

西新店

福岡県福岡市早良区西新５丁目１−４

092-407-4101

イエローサブマリン マジッカーズ福岡店

福岡県福岡市中央区天神２丁目７番地１４号

くまざわ書店

福岡県北九州市小倉北区浅野１丁目１−1JR 小倉駅駅ビルアミュプラザ6F

093-512-1214

福岡県北九州市小倉北区馬借１−４−７

093-522-3912

小倉店

ブックセンタークエスト

小倉店

天神シティビル3Ｆ

092-739-1970

未来屋書店

直方店

福岡県直方市湯野原２丁目１−１

0949-29-2280

未来屋書店

福津店

福岡県福津市日蒔野６丁目１６−１

0940-38-5052
097-515-5050

紀伊國屋書店

アミュプラザおおいた店

大分県大分市要町1-14

アミュプラザおおいた 4F

紀伊國屋書店

佐賀店

佐賀県佐賀市兵庫北5-14-1

ゆめタウン佐賀 2F

0952-36-8171

TSUTAYAブックストア 長崎ココウォーク店

長崎県長崎市茂里町1-55 みらい長崎ココウォーク 5F

095-842-5509

未来屋書店

宮崎店

宮崎県宮崎市新別府町江口８６２−１ イオンモール宮崎2F

0985-77-7507

未来屋書店

鹿児島店

鹿児島県鹿児島市東開町７

099-210-3121

未来屋書店

姶良店

鹿児島県姶良市西餅田２６４−１

0995-67-7201

沖縄県那覇市牧志１丁目１９ー２９ 1階～3階 D-NAHA 地下

098-860-7175

ジュンク堂書店

那覇店

