
地区／店名 住　　　　所 電話番号

鹿児島市

1 石井書店 鹿児島市 草牟田二丁目10番9号 099-222-1028

2 谷山書店 鹿児島市 西陵四丁目20-1 099-281-2681

3 共研書房 鹿児島市 真砂町15番11号 099-251-8711

4 とくり書店 鹿児島市 紫原七丁目28番3号 099-253-7642

5 金海堂本社 鹿児島市 南栄四丁目9-11 099-266-0022

6 山形屋書籍売場 鹿児島市 金生町3番1号 099-227-6097

7 星ヶ峯書店 鹿児島市 星ヶ峯四丁目2-8 099-264-8505

8 ブックス･ミスミオプシア 鹿児島市 宇宿二丁目3番地5号 099-813-7012

9 ブックス・ミスミ七ッ島店 鹿児島市 南栄五丁目1-10 099-260-0231

10 ブックセンタ―めいわ中山店 鹿児島市 山田町310-2 099-266-2030

11 ブックセンターめいわ和田店 鹿児島市 和田一丁目8-2 099-269-7511

12 丸善ジュンク堂天文館店 鹿児島市 中町3-15 ヴィストラルビル 099-239-1221

13 TSUTAYA城西店 鹿児島市 城西三丁目8-1 099-252-9977

14 TSUTAYA甲南通り店 鹿児島市 上之園町21-11 099-259-8020

15 TSUTAYA吉野店 鹿児島市 吉野町2097 099-295-8550

16 TSUTAYA田上店 鹿児島市 広木一丁目1番10号 099-297-5960

17 紀伊國屋書店鹿児島店 鹿児島市中央町１番地１　アミュプラザ鹿児島４F 099-812-7000

指宿市

18 米永書店 指宿市 十町239番地 0993-22-3061

南九州市

19 文泉堂 南九州市 頴娃町牧之内3000番地 0993-36-0028

20 キャンパス 南九州市 川辺町田部田3992-2 0993-56-5655

21 さめしま書店 南九州市 知覧町郡6198番地 0993-83-2005

枕崎市

22 三愛書店花渡川店 枕崎市 桜木町445番地 0993-72-6881

南さつま市

23 加世田書店 南さつま市 加世田本町19-6-2 0993-53-4540

日置市

24 竜田屋 日置市 吹上町中原2465番地 099-296-2041

25 原田屋 日置市 吹上町中原2638 099-296-2046

26 きむらや 日置市 伊集院町下谷口1901 099-273-3251

27 ブックセンターめいわ伊集院店 日置市 伊集院町徳重407 099-246-5155

いちき串木野市

28 書店ありかわ いちき串木野市 大原町13 0996-32-2351

薩摩川内市

29 金海堂川内カスタマーセンター 薩摩川内市 西開聞町4-23 宇都ﾋﾞﾙ1F 0996-22-3221

30 村上文具店 薩摩川内市 向田本町18-3 0996-23-3460

さつま町

31 林田紙商店 薩摩郡 さつま町宮之城屋地1064 0996-53-0104

阿久根市

32 富浜書店 阿久根市 脇本8902番地6 0996-75-0018

出水市

33 諏訪書店 出水市 本町10番26号 0996-62-0900
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姶良市

34 ブックス・ミスミ加治木店 姶良市 加治木町木田2045-4 0995-62-6100

霧島市

35 金海堂イオン隼人国分店 霧島市 隼人町見次1229 0995-44-8187

湧水町

36 西書店 姶良郡 湧水町木場54番地1 0995-74-2118

曽於市

37 浜田書店 曽於市 末吉町上町 四丁目4番地 0986-76-0070

38 浜田文宝堂 曽於市 大隅町岩川2759番地 0994-82-0341

39 光美堂 曽於市 大隅町岩川6519番地 0994-82-0203

志布志市

40 くにみ書店 志布志市 志布志町志布志3丁目19番37号 099-472-0843

大崎町

41 大崎書店 曽於郡 大崎町仮宿669-4 0994-76-3376

鹿屋市

42 文精堂書店 鹿屋市 北田町4番2号 0994-43-3300

43 ブックスミスミ鹿屋店 鹿屋市 寿七丁目12-1 0994-40-3130

東串良町

44 倉内本店 肝属郡 東串良町池之原898番地1 0994-63-2012

錦江町

45 ブックセンターひろくま 肝属郡 錦江町馬場422-5 0994-22-2345

西之表市

46 和田書店 西之表市 東町14番地 09972-2-1325

47 逆瀬川書店 西之表市 東町119 0997-22-1537

中種子町

48 寺田書店 熊毛郡 中種子町野間5187 0997-27-0021

屋久島町

49 泊　書店 熊毛郡 屋久島町安房145番地 09974-6-3111

奄美市

50 楠田書店 奄美市 名瀬入舟町6番1号 0997-52-2631

喜界町

51 ブックス銀座 大島郡 喜界町赤連2650-1 0997-65-2145

徳之島町

52 きゅらしま館亀津店 大島郡 徳之島町亀津7500 0997-83-2550

天城町

53 きゅらしま館 大島郡 天城町平土野17番地6 0997-85-2040


