
北海道
コーチャンフォー　旭川店 北海道旭川市宮前１条２丁目４−１ 0166-76-4000

未来屋書店　旭川駅前 北海道旭川市宮下通７丁目２−５ イオンモール旭川駅前3F 0166-21-8622

三省堂書店　札幌店 北海道札幌市中央区北５条西２丁目５ JRタワー札幌ステラプレイス5F 011-209-5600

ヴィレッジヴァンガード札幌エスタ 北海道札幌市中央区北5条西2丁目　札幌エスタ8F 011-210-1277

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　アルシュ4Ｆ 011-213-6003

未来屋書店　桑園 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

new style札幌ピヴォ 北海道札幌市中央区南２条西４丁目 011-219-3372

コーチャンフォー　新川通り店 北海道札幌市北区新川3条18丁目 011-769-4000

未来屋書店　アシーネ麻生 北海道札幌市北区北３９条西４丁目１−５ 011-706-1128

未来屋書店　西岡 北海道札幌市豊平区西岡３条３丁目４−１ 011-859-3556

コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店 北海道札幌市豊平区中の島１条１３丁目１−１ 011-817-4000

コーチャンフォー　美しが丘店 北海道札幌市清田区美しが丘１条５丁目２ 011-889-2000

未来屋書店　苗穂 北海道札幌市東区東苗穂２条３丁目１−１ 011-782-3915

コーチャンフォー　釧路店 北海道釧路市春採７丁目１−２４ 0154-46-7777

コーチャンフォー　北見店 北海道北見市並木町５２１−４ 0157-26-1122

未来屋書店　苫小牧 北海道苫小牧市柳町３丁目１−２０ 0144-53-8040

未来屋書店　上磯 北海道北斗市七重浜４丁目４４−１ 0138-49-7921

東北
ヴィレッジヴァンガードイオンモール下田 青森県上北郡おいらせ町中野平４０−１ 0178-50-5071

ヴィレッジヴァンガード弘前さくら野百貨店 青森県弘前市大字城東北３丁目１０−１ さくら野百貨店弘前3Ｆ 0172-29-1727

未来屋書店　本荘 秋田県由利本荘市東梵天２５７ 0184-27-1367

未来屋書店　秋田 秋田県秋田市御所野地蔵田１丁目１−１ 018-892-6533

ヴィレッジヴァンガードイオン秋田中央 秋田県秋田市楢山川口境５−１１ 018-887-4988

ヴィレッジヴァンガード秋田OPA 秋田県秋田市千秋久保田町４−２ 3F 018-884-1197

ヴィレッジヴァンガードイオンモール盛岡南 岩手県盛岡市本宮７丁目１−１ 019-631-1712

ジュンク堂書店　仙台TR店 宮城県仙台市青葉区中央３丁目６−１ ヤマダ電機ＬＡＢＩ仙台 仙台 地下１階 022-265-5656

ヴィレッジヴァンガード仙台ロフト 宮城県仙台市青葉区中央１丁目１０−１０ 仙台ロフト7F 022-726-5635

未来屋書店　仙台中山 宮城県仙台市泉区南中山１丁目３５−５７ 022-303-2570

未来屋書店　名取 宮城県名取市杜せきのした５丁目３−１ 022-382-5208

未来屋書店　富谷 宮城県黒川郡富谷市大清水１丁目３３−１ 022-348-1387

未来屋書店　利府 宮城県宮城郡利府町利府新屋田前２２ 022-349-1877

ヴィレッジヴァンガードイオンモール石巻 宮城県石巻市茜平４丁目 0225-21-5088

未来屋書店　山形南 山形県山形市若宮３丁目７−８ 023-647-5057

未来屋書店　三川 山形県東田川郡三川町大字猪子和田庫１２８−１ 0235-68-0166

ヴィレッジヴァンガードイオンモール三川 山形県東田川郡三川町　大字猪子字和田庫128－1　イオンモール三川2Ｆ 0235-26-9451

ヴィレッジヴァンガードイオンタウン郡山 福島県郡山市松木町2-88 イオンタウン郡山1Ｆ 024-956-1882

ヴィレッジヴァンガードイオンモールいわき小名浜 福島県いわき市小名浜字辰巳町79番地 4F 0246-85-0411



北関東
未来屋書店　高崎OPA 群馬県高崎市八島町４６−１ 高崎オーパ8F 027-384-4736

ヴィレッジヴァンガードイオンモール高崎 群馬県高崎市棟高町1400番地 イオンモール高崎 3F 027-310-9788

ヴィレッジヴァンガードララスクエア宇都宮 栃木県宇都宮市駅前通り１丁目４−６ ララスクエア宇都宮 4F 028-616-1301

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　宇都宮フェスタ3F 028-651-6966

未来屋書店　佐野新都市 栃木県佐野市高萩町１３２４−１ 0283-20-5869

ヴィレッジヴァンガードイーアスつくばSC 茨城県つくば市研究学園5丁目19番　イーアスつくば3F 029-868-7201

ヴィレッジヴァンガードイオンモールつくば 茨城県つくば市稲岡６６−１ 029-839-2371

未来屋書店　土浦 茨城県土浦市上高津３６７ 029-826-8582

未来屋書店　水戸内原 茨城県水戸市内原２丁目１ イオンモール水戸内原 029-259-9151

new styleイオンモール水戸内原 茨城県水戸市内原２丁目１ 029-257-5411

ヴィレッジヴァンガードイオンモール水戸 茨城県水戸市内原２丁目1番地 029-259-1671

未来屋書店　下妻 茨城県下妻市堀篭９７２−１ イオンモール下妻 2F 0296-30-1262

ヴィレッジヴァンガードファッションCひたちなか 茨城県ひたちなか市新光町３５ ニューポートひたちなかファッションクルーズ2F 029-265-1297

関東
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

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 048-852-6581

ヴィレッジヴァンガードイオンモール浦和美園 埼玉県さいたま市緑区美園５丁目５０−１ イオンモール浦和美園3F 048-812-6910

ヴィレッジヴァンガードイオンモール与野 埼玉県さいたま市中央区本町西５丁目２−９ 048-851-1178

未来屋書店　レイクタウン 埼玉県越谷市レイクタウン３丁目１−１ 048-988-7742

ヴィレッジヴァンガードPLUSイオンレイクタウン 埼玉県越谷市レイクタウン３丁目１−１ 048-930-7300

ヴィレッジヴァンガードイオンレイクタウンkaze 埼玉県越谷市レイクタウン４丁目2番地2 kaze 3F イオン 048-990-1364

未来屋書店　新座 埼玉県新座市東北２丁目３２−１２ 048-485-5031

未来屋書店　羽生 埼玉県羽生市川崎２丁目281ｰ3 048-563-3063

イエローサブマリン 千葉ゲームショップ 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1　塚本ビル　3F 043-227-5388

ヴィレッジヴァンガードイオンモール幕張新都心 千葉県千葉市美浜区豊砂１−１ イオンモール幕張新都心 グランドモール３Ｆ 043-272-2171

ヴィレッジヴァンガードららぽーとTOKYO-BAY 千葉県船橋市浜町２−１−１ 047-421-7285

ヴィレッジヴァンガード津田沼パルコ 千葉県船橋市前原西２丁目１８−１ 津田沼パルコA館5階 047-403-7577

ヴィレッジヴァンガードイオン市川妙典 千葉県市川市妙典５丁目５−３ １ イオン市川妙典店１番街３階 047-359-3270

未来屋書店　新松戸 千葉県松戸市新松戸３丁目２−２ 047-346-6863

紀伊國屋書店　流山おおたかの森 千葉県流山市西初石６丁目１８５−２ 流山おおたかの森sc2f 04-7156-6111

イエローサブマリン 柏店 千葉県柏市柏1-1-11　柏マルイB1F 04-7162-1616

ヴィレッジヴァンガードマルイ柏ＶＡＴ 千葉県柏市柏一丁目1-11　柏マルイ地下1階 04-7163-5088

未来屋書店　成田 千葉県成田市ウイング土屋２４ 0476-23-8248

ヴィレッジヴァンガードイオンモール木更津 千葉県木更津市築地１−４ イオンモール木更津２F 0438-97-7751

ヴィレッジヴァンガードイオンモール銚子 千葉県銚子市三崎町２丁目２６６０−１ 0479-20-0484

ヴィレッジヴァンガード横浜ワールドポーターズ 神奈川県横浜市中区新港２丁目２−１ 横浜ワールドポーターズ3F 045-222-2647

有隣堂　横浜西口コミック店 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

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

紀伊國屋書店横浜みなとみらい店 神奈川県横浜市中区桜木町１丁目１−７ コレットマーレ 5F 045-640-3081

ヴィレッジヴァンガードトレッサ横浜 神奈川県横浜市港北区師岡町７００ 045-534-2442

ヴィレッジヴァンガードアピタ長津田 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台４丁目７−１ 045-989-3361

未来屋書店　湘南茅ヶ崎 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎２丁目７−７１ 0467-84-1720

未来屋書店　海老名 神奈川県海老名市中央２丁目４−１ イオン海老名 046-292-2860

ヴィレッジヴァンガードイオン海老名 神奈川県海老名市中央２丁目４−１ イオン海老名 046-236-0263



東京都
ブックファースト　ルミネ北千住 東京都足立区千住旭町４２－２ルミネ北千住８階 03-5284-2311

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

丸善　お茶の水店 東京都千代田区神田駿河台２−８ 瀬川ビル 1階・2階 03-3295-5581

ヴィレッジヴァンガードお茶の水 東京都千代田区神田小川町３丁目１４−３ ILUSAビル 03-5281-5535

書泉ブックタワー 東京都千代田区神田佐久間町1-11-1 03-5296-0051

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　ラジオ会館6F 03-5289-7762

ヴィレッジヴァンガード渋谷本店 東京都渋谷区宇田川町２３−３ 渋谷第一勧銀共同ﾋﾞﾙB1F・2F 03-6416-5641

ジュンク堂書店池袋本店 東京都豊島区南池袋２丁目１５−５ 03-5956-6111

三省堂書店池袋本店 東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店 別館1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

ヴィレッジヴァンガード池袋マルイ 東京都豊島区西池袋３−２８−１３ 03-5985-0225

紀伊國屋書店新宿本店 東京都新宿区新宿３丁目１７−７ 03-3354-0131

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　浅川ビルB1F、2F、3F 03-3346-3839

芳林堂書店高田馬場店 東京都新宿区高田馬場１丁目２６−５ 3・4F FIビル 03-3208-0241

ヴィレッジヴァンガードお台場Ｖ－ＦＯＲＴ 東京都江東区青海1-3-15 ヴィーナスフォート1F 03-3599-2177

ヴィレッジヴァンガード高円寺 東京都杉並区高円寺南３丁目４６−10VORT ・２階 １階 03-5305-5536

ヴィレッジヴァンガード二子玉川ライズ 東京都世田谷区玉川２丁目２１−１ 03-5797-5257

ブックファースト自由が丘店 東京都目黒区自由が丘１－８－２１メルサ自由が丘ＰａｒｔⅠ 03-5731-8891

ジュンク堂書店吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目１１−５ コピス吉祥寺 B館 6階・7階 0422-28-5333

new style吉祥寺ロフト 東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目１０−１ 吉祥寺ロフト ５Ｆ 0422-28-5350

ヴィレッジヴァンガードオンザコーナー吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目５−１ 吉祥寺パルコ 6F 0422-28-7739

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

ヴィレッジヴァンガードららぽーと立川立飛 東京都立川市泉町935−１ 042-540-6471

イエローサブマリン 町田ＧＡＭＥＳＨＯＰ 東京都町田市原町田6-18-13　サニーサイドビル2F 042-739-6966

ヴィレッジヴァンガードセレオ国分寺 東京都国分寺市南町3-20-3　セレオ国分寺5Ｆ 042-359-4851

コーチャンフォー　若葉台店 東京都稲城市若葉台２丁目９−２ 042-350-2800

丸善　多摩センター店 東京都多摩市落合１丁目４６−１ ココリア多摩センタ, 5F 042-355-3220

未来屋書店　日の出 東京都西多摩郡日の出町大字平井２３７−３ 042-597-6255

ヴィレッジヴァンガードイオンモール日の出 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木２３７−３ 042-588-7890

ヴィレッジヴァンガードイオンモールむさし村山 東京都武蔵村山市榎１丁目１−３ 042-590-2701

北信越
ヴィレッジヴァンガードイオンモール新発田 新潟県新発田市住吉町５丁目１１−５ 0254-20-5380

ヴィレッジヴァンガードリバーサイド千秋 新潟県長岡市千秋２丁目278番地 リバーサイド千秋2F 0258-25-9855

ヴィレッジヴァンガード松本パルコ 長野県松本市中央１丁目１０−３０ 0263-39-7130

ヴィレッジヴァンガードイオンモール高岡 富山県高岡市下伏間江３８３ 0766-32-1239

ヴィレッジヴァンガードイオンモール新小松 石川県小松市清六町315イオンモール新小松3F 0761-46-5396

ヴィレッジヴァンガード西武福井 福井県福井市中央１−８−１ 0776-27-7617

東海
ヴィレッジヴァンガード静岡パルコ 静岡県静岡市葵区紺屋町６−７ 静岡パルコ6階 054-903-8859

未来屋書店　浜松市野 静岡県浜松市東区天王町字諏訪１９８１−３ 053-467-1330

ヴィレッジヴァンガードイオンモール浜松市野 静岡県浜松市東区東区天王町１９８１−３ 053-467-1070

ヴィレッジヴァンガードイオンモール浜松志都呂 静岡県浜松市西区志都呂２丁目３７−１ イオンモール浜松志都呂3F 053-415-2166

ヴィレッジヴァンガードイオン豊橋南 愛知県豊橋市野依町字 落合1−１２ イオン豊橋南 １F 0532-29-3371

丸善 名古屋本店 愛知県名古屋市中区栄３丁目８−１４ 052-238-0320

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

※書泉ブックタワーの特典は『本に棲まう魔物をたおせ!!』会場書店限定特典の③Type C　ネコになります※



らくだ書店本店 愛知県名古屋市千種区青柳町５丁目１８ 052-731-7161

ヴィレッジヴァンガードイオンタウン千種 愛知県名古屋市千種区千種２丁目１６−１３ 052-744-5606

ヴィレッジヴァンガードモゾワンダーシティー 愛知県名古屋市西区二方町40番地　mozoワンダーシティ4Ｆ 052-509-1035

未来屋書店　名古屋東 愛知県名古屋市名東区猪子石原2-1701 052-778-2383

未来屋書店　ﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前 愛知県名古屋市東区矢田南４丁目１−１０２−３ 052-723-3321

未来屋書店　大高 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

ヴィレッジヴァンガードイオンモール大高 愛知県名古屋市緑区南大高２丁目2−４５０ イオンモール大高 3F 052-629-5598

ヴィレッジヴァンガードイオンモール名古屋みなと 愛知県名古屋市港区品川町２丁目１−６ イオンモール名古屋みなと 052-659-3851

未来屋書店　常滑 愛知県常滑市りんくう町２丁目２０−３ 0569-36-3248

未来屋書店　木曽川 愛知県一宮市木曽川町黒田南八ツケ池２５−１ イオンモール木曽川1F 0586-84-2680

ヴィレッジヴァンガードリーフウォーク稲沢 愛知県稲沢市長野７丁目１−２ 0587-33-0537

ヴィレッジヴァンガードエアポートウォーク 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場林先１−８ 0568-39-0847

ヴィレッジヴァンガードイオンモール長久手 愛知県長久手市 長久手中央土地区画整理事業地内5・10・11街区 0561-56-0771

ヴィレッジヴァンガードT－ＦＡＣＥ 愛知県豊田市若宮町１丁目５７−１ 0565-35-4061

未来屋書店　岡崎 愛知県岡崎市戸崎町外山３８−５ 0564-72-6282

ヴィレッジヴァンガードイオンモール岡崎 愛知県岡崎市戸崎町外山３８−５ 0564-72-5052

未来屋書店　東浦 愛知県知多郡東浦町大字緒川字旭13-2　イオンモール東浦　本館2F 0562-85-9692

ヴィレッジヴァンガードカラフルタウン 岐阜県岐阜市柳津町丸野３丁目３−６ カラフルタウン岐阜２F マップ 058-201-7031

ヴィレッジヴァンガードイオンモール各務原 岐阜県各務原市那加萱場町３−８ 058-380-3531

未来屋書店　各務原 岐阜県各務原市那加萱場町３丁目８ 058-389-5008

未来屋書店　東員 三重県員弁郡東員町大字大字長深字築田５１０−１ イオンモール東員２F 0594-86-1781

未来屋書店　津南 三重県津市高茶屋小森町１４５ イオンモール津南2F 059-253-2700

未来屋書店　鈴鹿 三重県鈴鹿市庄野羽山４丁目１−２ 059-375-0617

ヴィレッジヴァンガードイオンタウン伊勢ララ 三重県伊勢市小木町５３８ 0596-31-1277

ヴィレッジヴァンガードイオンモール四日市北 三重県四日市市富州原町２−４０ 059-361-5501

関西
ジュンク堂書店　京都店 京都府京都市下京区立売東町２０−１ 四条通 ステラ四條ビル 1階 ～5階 075-252-0101

大垣書店イオンモールKYOTO店 京都市南区八条通西洞院下ル イオンモールKYOTO Kaede館 2F 075-692-3331

ヴィレッジヴァンガードイオンモールＫＹＯＴＯ 京都府京都市南区西九条鳥居口町１ 075-693-7113

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

ヴィレッジヴァンガードイオンモール京都五条 京都府京都市右京区西院追分町２５−１ イオンモール京都五条 3F 075-325-1081

ヴィレッジヴァンガードアルプラザ城陽 京都府城陽市富野荒見田１１２ 0774-54-5021

未来屋書店　高の原 京都府木津川市相楽台１丁目１−１ 0774-73-1714

紀伊國屋書店　梅田本店 大阪市北区柴田１－１－３ 06-6372-5821

ジュンク堂書店梅田店 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

ジュンク堂書店大阪本店 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 06-4799-1090

旭屋書店なんばCITY店 大阪府大阪市中央区難波5丁目1－60　なんばCITY 06-6644-2551

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

ヴィレッジヴァンガードイオン喜連瓜破 大阪府大阪市平野区瓜破２丁目１−１３ 06-6760-6484

未来屋書店　大日 大阪府守口市大日東町１−１８ 06-6900-6030

ヴィレッジヴァンガードイオンモール大日 大阪府守口市１ 大日東町１−１８イオンモール大日3F 06-6780-2334

未来屋書店　茨木 大阪府茨木市松ケ本町８−８−３０ イオンモール茨木 3F 072-631-2310

未来屋書店　四條畷 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　高槻 大阪府高槻市萩之庄３丁目47−２ イオン高槻店 072-660-3511

未来屋書店　りんくう泉南 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

ヴィレッジヴァンガードアピタ西大和 奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台１丁目１−１ 0745-71-4511

ヴィレッジヴァンガードイオンモール橿原 奈良県橿原市曲川町７丁目２０−１ 0744-21-8273

未来屋書店　和歌山 和歌山県和歌山市中５７３ イオンモール和歌山 1F 073-480-5333

※大垣書店イオンモールKYOTO店の特典は『本に棲まう魔物をたおせ!!』会場書店限定特典の③Type C　ネコになります※



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　センタープラザ西館2F 078-327-5202

ヴィレッジヴァンガード三宮 兵庫県神戸市中央区下山手通３丁目１−２１ 078-331-7005

未来屋書店　伊丹 兵庫県伊丹市藤ノ木１丁目１−１ 072-777-6440

ヴィレッジヴァンガードイオンモール伊丹昆陽 兵庫県伊丹市池尻４丁目１−１ イオンモール伊丹昆陽SC 4F 072-787-8879

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

未来屋書店　姫路ﾘﾊﾞｰｼﾃｨ 兵庫県姫路市飾磨区細江２５６０ 079-243-0886

未来屋書店　姫路大津 兵庫県姫路市大津区大津町２丁目５ 079-230-0023

未来屋書店　明石 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通２丁目３−１ 078-938-3391

中四国

未来屋書店　岡山 岡山県岡山市北区下石井１丁目２−１ 086-803-5571

ヴィレッジヴァンガードイオンモール倉敷 岡山県倉敷市水江１ イオンモール倉敷 2F 086-435-1787

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　吉岡ビル 082-545-9030

ヴィレッジヴァンガードフジグラン神辺 広島県福山市神辺町２丁目１０−２６ フジグラン神辺2F 084-960-3270

未来屋書店　日吉津 鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津１１６０−１ 1F 0859-37-0205

ヴィレッジヴァンガードおのだサンパーク 山口県山陽小野田市中川６丁目４−１ 0836-81-1270

ヴィレッジヴァンガードイオンタウン防府 山口県防府市鐘紡町7-1　イオンタウン防府ショッピングセンター2F 0835-26-6007

ヴィレッジヴァンガードエミフルMASAKI 愛媛県伊予郡松前町大字筒井８５０ 089-960-3670

ヴィレッジヴァンガードフジグラン重信 愛媛県東温市野田３丁目１−１３ 089-955-2511

ヴィレッジヴァンガード徳島クレメントプラザ 徳島県徳島市寺島本町西１丁目６１ 088-602-4521

九州・沖縄

ヴィレッジヴァンガードイオンモール八幡東 福岡県北九州市八幡東区東田３丁目２ 093-663-6251

イエローサブマリン マジッカーズ福岡店 福岡市中央区天神２丁目７番地１４号　天神シティビル3Ｆ 092-739-1970

ヴィレッジヴァンガードゆめタウン行橋 福岡県行橋市西宮市三丁目8-1　ゆめタウン行橋2階 0930-26-1507

未来屋書店　福津 福岡県福津市日蒔野６丁目１６−１ 0940-38-5052

ヴィレッジヴァンガードゆめタウン別府 大分県別府市楠町３８２−７ 0977-27-1733

ヴィレッジヴァンガード大分わさだタウン 大分県大分市玉沢字楠本755番地１　わさだタウン3Ｆ 097-540-7510

ヴィレッジヴァンガード熊本パルコ 熊本県熊本市中央区手取本町５−１ 096-311-7360

未来屋書店　宮崎 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

ヴィレッジヴァンガードイオン都城駅前 宮崎県都城市栄町４６７２−５ 0986-57-1471

ヴィレッジヴァンガードイオンモール宮崎 宮崎県宮崎市新別府町江口８６２−１ イオンモール宮崎2F 0985-35-2676

ヴィレッジヴァンガードイオン宮古南 沖縄県宮古島市平良字松原631　イオンタウン宮古南SC内 0980-73-7227

未来屋書店　沖縄ライカム 沖縄県中頭郡北中城村泡瀬 土地区画整理事業地内４−街区 イオンモール沖縄ライカム1F 098-931-9370
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