
不動産法律セミナー

北
海
道

紀伊國屋書店札幌本店
札幌市中央区北 5条西 5－7
sapporo55� （011）231－2131
MARUZEN&ジュンク堂書店札幌店
札幌市中央区南 1条西 1－8－2
丸井今井南館Ｂ 2～ 5Ｆ�（011）223－1911

青
森

成田本店しんまち店
青森市新町 1－13－4� （017）723－2431

山
形

八文字屋本店
山形市本町 2－4－11� （023）622－2150

宮
城

ジュンク堂書店仙台ＴＲ店
仙台市青葉区中央 3－6－1
仙台TRビルＢ 1Ｆ� （022）265－5656

新
潟

紀伊國屋書店新潟店
新潟市中央区万代 1－5－1
LOVELA万代 6Ｆ� （025）241－5281
ジュンク堂書店新潟店
新潟市中央区笹口 1－1　プラーカ 1
B１Ｆ・1Ｆ� （025）374－4411

長
野

平安堂長野店
長野市南千歳 1丁目 1－1　ながの東急百貨店
別館シェルシェ 2・3F� （026）224－4545
丸善松本店
松本市深志 1丁目 3－11　コングロM
地下 1階～ 2階� （0263）31－8171

栃
木

喜久屋書店宇都宮店
宇都宮市馬場通り 2－3－12　ＭＥＧＡドンキ
ラパーク宇都宮店� （028）614－5222

群
馬

戸田書店前橋本店
前橋市西片貝町 4－16－7

（027）223－9011
紀伊國屋書店前橋店
前橋市文京町 2－1－1
けやきウォーク前橋 1Ｆ�（027）220－1830
戸田書店高崎店
高崎市下小鳥町 438－1� （027）363－5110

埼
玉

須原屋本店
さいたま市浦和区仲町 2－3－20

（048）822－5321
三省堂書店大宮店
さいたま市大宮区桜木町 1－6－2
そごう大宮店 8F� （048）646－2600

茨
城

川又書店県庁店
水戸市笠原町 978－25
茨城県開発公社ビル 1Ｆ�（029）301－1811

千
葉

丸善津田沼店
習志野市谷津 7－7－1　Loharu 津田沼
Ｂ棟　2・3Ｆ� （047）470－8311
三省堂書店そごう千葉店
千葉市中央区新町 1000 番
そごう千葉店 9Ｆ� （043）245－8331
くまざわ書店松戸店
松戸市松戸 1181　ＪＲ松戸駅駅ビル
アトレ松戸店 6Ｆ� （047）360－0501

神
奈
川

丸善ラゾーナ川崎店
川崎市幸区堀川町 72－1
ラゾーナ川崎プラザ 1Ｆ�（044）520－1869
紀伊国屋書店横浜店
横浜市西区高島 2－18－1
そごう横浜店 7Ｆ� （045）450－5901

東
京

紀伊國屋書店新宿本店
新宿区新宿 3－17－7� （03）3354－0131
ジュンク堂書店池袋本店
豊島区南池袋 2－15－5� （03）5956－6111
丸沼書店
千代田区神田三崎町 2－8－12

（03）3261－4540
八重洲ブックセンター本店
中央区八重洲 2－5－1� （03）3281－1811
丸善丸の内本店
千代田区丸の内 1－6－4
丸の内オアゾ　1～ 4Ｆ� （03）5288－8881
三省堂書店有楽町店
千代田区有楽町 2－10－1
東京交通会館 1・2Ｆ� （03）5222－1200
オリオン書房ルミネ立川店
立川市曙町 2－1－1　立川ルミネ 8Ｆ

（042）527－2311
オリオン書房ノルテ店
立川市曙町 2－42－1
パークアベニュー 3Ｆ� （042）522－1231

静
岡

谷島屋浜松本店
浜松市中区砂山町 6－1
メイワン 8Ｆ （053）457－4165

愛
知

ジュンク堂書店名古屋店
名古屋市中村区名駅 3－25－9
堀内ビル 1Ｆ� （052）589－6321
三省堂書店名古屋本店
名古屋市中村区名駅 1－1－3　タカシマヤ
ゲートタワーモール 8Ｆ�（052）566－6801
ジュンク堂書店名古屋栄店
名古屋市中区新栄町 1－1　明治安田生命名古屋ビル
B1 ～ B2� （052）212－5360
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京
都

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 2 Ｆ

（075）692－3331

大
阪

紀伊國屋書店グランフロント大阪店
大阪市北区大深町 4－20
グランフロント大阪ショップ＆レストラン
南館 6F� （06）7730－8451
ジュンク堂書店大阪本店
大阪市北区堂島 1－6－20
堂島アバンザ 2～ 3Ｆ� （06）4799－1090
ジュンク堂書店難波店
大阪市浪速区湊町 1－2－3
マルイト難波ビル 3Ｆ� （06）4396－4771
MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店
大阪市北区茶屋町 7－20　チャスカ茶屋町
地下 1階～ 7階� （06）6292－7383

兵
庫

ジュンク堂書店三宮店
神戸市中央区三宮町 1－6－18

（078）392－1001
ジュンク堂書店姫路店
姫路市豆腐町 222
ピオレ姫路 2　2Ｆ� （079）221－8280

広
島

丸善広島店
広島市中区胡町 5－22
八丁堀ビル 7階－8階� （082）504－6210

愛
媛

ジュンク堂書店松山店
松山市千舟町 5－7－1
エスパス松山ビル （089）915－0075

香
川

宮脇書店総本店（M.C.S）
高松市朝日新町 3－4� （087）823－3152
宮脇書店本店
高松市丸亀町 4－8� （087）851－3733

福
岡

喜久屋書店小倉店
北九州市小倉北区京町 3－1－1
小倉駅前アイム 7F� （093）514－1400
紀伊國屋書店福岡本店
福岡市博多区博多駅中央街 2－1
博多バスターミナル 6Ｆ�（092）434－3100
ジュンク堂書店福岡店
福岡市中央区大名 1－15－1
天神西通りスクエア 1～ 3Ｆ�（092）738－3322
積文館書店クエストエマックス久留米店
久留米市東町上天神田 316－2　Emax４F

（0942）38－3301
紀伊國屋書店久留米店
久留米市新合川 1－2－1
ゆめタウン久留米 2Ｆ� （0942）45－7170

長
崎

メトロ書店長崎本店
長崎市尾上町 1－1
アミュプラザ長崎 3Ｆ� （095）821－5400

鹿
児
島

紀伊國屋書店鹿児島店
鹿児島市中央町 1－1
アミュプラザ鹿児島 4Ｆ�（099）812－7000
ジュンク堂書店鹿児島店
鹿児島市呉服町 6－5
マルヤガーデンズ 5Ｆ・6Ｆ�（099）216－8838
ブックスミスミ　オプシアミスミ店
鹿児島市宇宿 2－3－5� （099）813－7012

沖
縄

ジュンク堂那覇店
那覇市牧志 1－19－29　Ｄ－ＮＡＨＡ
地下 1階～ 3階� （098）860－7175

※店頭に在庫がない場合は、店員の方にご注文下さい。
（なお、発売日は地域により、遅れる場合もありま
すのでご容赦下さい。）
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