★ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城 公式ガイドブック★
★発売記念フェア開催店一覧★
フェア参加書店で「ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城 公式ガイドブック」を購入した方には
【特製しおり】をプレゼント★（特典はなくなり次第終了です）
フェア開催書店一覧①
フタバ図書 各店（一部店舗を除く）
有隣堂 各店（一部店舗を除く）
WonderGOO 各店（一部店舗を除く）

いまじん白揚 各店（一部店舗を除く）
ヨドバシカメラ 各店（一部店舗を除く）
セブンネットショッピング 各店（一部店舗を除く）

ＡＣＡＤＥＭＩＡくまざわ書店 橋本店
ＢＯＯＫＳルーエ
Ｋ－ＢＯＯＫＳ 秋葉原新館
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 札幌店
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅田店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶＩＸ福知山店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ弘前店
TSUTAYA フレスポ小田原シティモール店
ＴＳＵＴＡＹＡ ベルパルレ国道１号店
ＴＳＵＴＡＹＡ 丸亀郡家店
ＴＳＵＴＡＹＡ 亀有店
ＴＳＵＴＡＹＡ 渋谷店
ＴＳＵＴＡＹＡ 帯広大通店
ＴＳＵＴＡＹＡ 町屋店
ＴＳＵＴＡＹＡ 和泉２６号線店
TSUTAYA鶴ヶ島店
ＴＳＵＴＡＹＡ府中駅前店
ＷＡＹガーデンパーク和歌山店
あおい書店 川崎駅前店
あおい書店 中野本店
明屋書店MEGA平田店
旭屋書店イオンりんくう泉南店
アシーネ金沢八景
アニメイト 秋葉原店
アニメイト 池袋本店
アニメイト 名古屋店
エムズ・エクスポ盛岡店
大垣書店イオンモール京都店
オリオン書房 イオンモールむさし村山店
オリオン書房 サザン店
オリオン書房 ノルテ店
オリオン書房ルミネ店
喜久屋書店 仙台店
紀伊國屋書店 前橋店
紀伊國屋書店堺北花田店
紀伊國屋書店ららぽーと横浜店
喜久屋書店橿原店
喜久屋書店草津店
くまざわ書店 コミックランドビーワン八王子店
くまざわ書店 横須賀店
啓文社 コア春日店
啓文社 コア福山西店
ゲオ札幌手稲店
ゲオ北見南大通り店
コーチャンフォー 旭川店
コーチャンフォー 釧路店
コーチャンフォー 札幌ミュンヘン大橋店
コーチャンフォー 札幌美しが丘店
コーチャンフォー 新川通り店
コーチャンフォー 北見店
こまつ書店寿町本店
サンミュージックＨＢ彦根店
サンミュージック駒井沢店
ジュンク堂書店 大宮高島屋店
ジュンク堂書店 藤沢店
ジュンク堂書店 千日前店

ジュンク堂書店 三宮本店
ジュンク堂書店 池袋本店
ジュンク堂書店 姫路駅店
ジュンク堂書店 福岡店
ジュンク堂書店 漫画館三宮駅前店
ジュンク堂書店 漫画館大分店
須原屋武蔵浦和店
ソフマップ なんばザウルス１店（３Ｆ）（ゲーム書籍）
谷島屋浜松本店
デンコードー ＴＳＵＴＡＹＡ青森中央店
明屋書店 イケヤ高林店
福家書店市川店
ブックエース 春日部１６号線店
ブックエース 上荒川店
ブックエース 杉戸店
ブックエキスプレス エキュート上野店
ブックスクウェア ララパーク店
ブックストア談・文教堂書店 赤羽店
ブックスミスミ オプシア店
ブックセンターコスモ 出雲店
ブックセンターコスモ 津山店
ブックセンター名豊 刈谷店
ブックデポ書楽
ブックファースト 新宿店
ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店
ブック宮丸 金沢南店
文教堂川口駅店
文教堂書店 浜松町店
文教堂溝の口本店
平安堂飯田店
丸善八尾アリオ店
みどり書房 イオンタウン店
みどり書房 桑野店
みどり書房 福島南店
ミライア 本荘店
八重洲ブックセンター イトーヨーカドー葛西店
ヤマダ電機 ＬＡＢＩ１高崎店
リブロ 池袋本店
旭屋書店 なんばＣＩＴＹ店
旭屋書店 新越谷店
旭川冨貴堂 豊岡店
井上書店 ミナール店
丸善 津田沼店
丸善 博多店
丸善ラゾーナ川崎店
岩瀬書店 鎌田店
岩瀬書店 富久山店
喜久屋書店 高岡店
喜久屋書店 千葉ニュータウン店
喜久屋書店 大和郡山店
喜久屋書店 漫画館阿倍野ルシアス店
喜久屋書店 漫画館京都店
喜久屋書店 漫画館倉敷店
紀伊國屋書店 ＦＯＲＥＳＴ店
紀伊國屋書店 札幌新本店
紀伊國屋書店 新宿南店
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フェア開催書店一覧②
紀伊國屋書店 仙台店
紀伊國屋書店新潟店
紀伊國屋書店川越店
宮脇書店 岡山本店
宮脇書店 南本店
宮脇書店イオン高知店
戸田書店 富士店
今井書店 吉成コミック店
三省堂書店 カルチャーステーション千葉店
三省堂書店 海老名店
三省堂書店 名古屋高島屋店
三洋堂書店 上前津店
三洋堂書店 新開橋店
書泉グランデ
書泉ブックタワー （書籍）
須原屋本店
正和堂 鶴見本店
精文館書店 下瀬谷店
精文館書店 三ノ輪店
精文館書店 汐田橋店
精文館書店 新豊田店
精文館書店 豊明店
精文館書店 本店コミック館
精文館書店 木更津店
大垣書店高槻店

蔦屋サンストリート亀戸店
蔦屋書店 嘉島店
蔦屋書店 熊本三年坂
蔦屋書店 佐和田店
天一書房 日吉店
東京旭屋書店 イオンモール浦和美園店
八重洲ブックセンター 京急上大岡店
文教堂書店 Ｒ４１２店
文教堂書店 横浜北山田店
文教堂書店 新横浜駅店
文教堂書店 西野３条店
平安堂 若槻店
芳林堂書店 コミックプラザ
芳林堂書店 高田馬場店
芳林堂書店 所沢駅ビル店
未来屋書店 伊丹店
未来屋書店 大日店
未来屋書店 日の出店
未来屋書店 北戸田店
未来屋書店 名取店
夢屋書店 安城店
明正堂 アトレ上野店
明林堂書店 エーブック飯塚店
遊ＩＮＧ 浜町店

