『宇宙から送られてくる「本当の人生」を生きる』刊行記念プレゼント
いよいよ2月12日（金）より全国発売スタート！
特典１：最新刊『宇宙から送られてくる「本当の人生」を生きる』を、全国の書店（ネット書店は除く）にてお買い求
めの方のみ、サプライズ「リバーシブルカバーブック」！
→初回配本分に限り、通常のカバーとは異なるMOMOYO先生からの「スペシャル・ショートメッセージ」がカバー裏
面に印刷された、「リバーシブルカバーブック」仕様となっています！

特典２：好評既刊本を以下記載の実施書店様にてお買い求めの方、
「限定1500名様」にMOMOYO先生からの「スペシャルメッセージミニブック」プレゼント！
→『あなただけの「龍」とつながる方法』（四六判・本体1,400円＋税）、
『宇宙から“ホワイトマジック”を受け取る方法』（四六判・本体1,400円＋税）、
『イギリス発「本当のスピリチュアル」への階段』（四六判・本体1,600円＋税）
のいずれかをお買い求めの方、「限定1500名様」に、MOMOYO先生からのスペシャルメッセージ
「これからの世界を生きるあなたへ」ミニブックプレゼント。
【問い合わせ窓口】

大和出版営業部（03-5978-8121）MOMOYOさんプレゼント係まで（平日９時～１７時）

↓ 特典２実施書店様はこちら ↓
県名

書店様名

県名

書店様名

北海道 大垣書店 マルヤマクラス店

新潟県

知遊堂 亀貝店

北海道 三省堂書店 札幌店

新潟県

紀伊國屋書店 新潟店

北海道 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 札幌店

新潟県

ジュンク堂書店 新潟店

北海道 紀伊國屋書店 札幌本店

富山県

紀伊國屋書店 富山店

青森県 ジュンク堂書店 弘前中三店

福井県

紀伊國屋書店 福井店

宮城県 紀伊國屋書店 仙台店

長野県

ＭＡＲＵＺＥＮ 松本店

宮城県 ジュンク堂書店 仙台ＴＲ店

岐阜県

大垣書店 岐阜高島屋店

宮城県 丸善 仙台アエル店

岐阜県

三省堂書店 岐阜店

福島県 ジュンク堂書店 郡山店

静岡県

大垣書店 イオンモール富士宮店

群馬県 紀伊國屋書店 前橋店

静岡県

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 新静岡店

埼玉県 東京旭屋書店 イオンモール浦和美園店

愛知県

三省堂書店 一宮店

埼玉県 三省堂書店 大宮店

愛知県

紀伊國屋書店 プライムツリー赤池店

埼玉県 ブックファースト ルミネ大宮店

愛知県

三省堂書店 名古屋本店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ レイクタウン

愛知県

紀伊國屋書店 ｍｏｚｏ ワンダーシティ店

埼玉県 大垣書店 ブックスタマ 所沢店

愛知県

紀伊國屋書店 名古屋空港店

埼玉県 東京旭屋書店 志木店

愛知県

ＭＡＲＵＺＥＮ 名古屋本店

埼玉県 ブックファースト ルミネ川越店

滋賀県

大垣書店 フォレオ大津一里山店

埼玉県 紀伊國屋書店 川越店

京都府

大垣書店 亀岡店

埼玉県 明文堂書店 ＴＳＵＴＡＹＡ戸田

京都府

大垣書店 ビブレ店

埼玉県 浦和 蔦屋書店

京都府

大垣書店 烏丸三条店

埼玉県 紀伊國屋書店 さいたま新都心店

京都府

大垣書店 二条駅店

埼玉県 文教堂書店 川口駅店

京都府

大垣書店 四条店

埼玉県 リブロ ららぽーと富士見店

京都府

大垣書店 高島屋京都店

埼玉県 紀伊國屋書店 浦和パルコ店

京都府

大垣書店 京都本店

埼玉県 ツタヤブックストア ビーンズ西川口店

京都府

大垣書店 京都ヨドバシ店

埼玉県 ジュンク堂書店 大宮高島屋店

京都府

アバンティブックセンター 京都店

千葉県 丸善 津田沼店

京都府

大垣書店 イオンモールＫＹＯＴＯ店

千葉県 ジュンク堂書店 柏モディ店

京都府

大垣書店 イオンモール京都桂川店

千葉県 くまざわ書店 ららぽーと店

京都府

大垣書店 高野店

千葉県 紀伊國屋書店 セブンパークアリオ柏店

京都府

アバンティブックセンター 洛北店

千葉県 三省堂書店 そごう千葉店

京都府

大垣書店 イオンモール京都五条店

千葉県 ジュンク堂書店 南船橋店

京都府

大垣書店 京都ファミリー店

千葉県 幕張 蔦屋書店

京都府

大垣書店 京都駅ビル ザ・キューブ店

千葉県 紀伊國屋書店 流山おおたかの森店

京都府

大垣書店 醍醐店

東京都 八重洲ブックセンター 本店

京都府

ＭＡＲＵＺＥＮ 京都本店

東京都 ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 渋谷店

大阪府

大垣書店 豊中緑丘店

東京都 紀伊國屋書店 西武渋谷店

大阪府

ブックパルデューク書店 箕面店

東京都 丸善 日本橋店

大阪府

大垣書店 高槻店

東京都 ブックファースト ルミネ新宿店

大阪府

大垣書店 イオンモール堺鉄砲町店

東京都 丸善 丸の内本店

大阪府

ジュンク堂書店 難波店

東京都 三省堂書店 成城店

大阪府

紀伊國屋書店 グランフロント大阪店

東京都 三省堂書店 下北沢店

大阪府

紀伊國屋書店 梅田本店

東京都 書泉グランデ

大阪府

紀伊國屋書店 本町店

東京都 丸善 メトロ・エム後楽園店

大阪府

紀伊國屋書店 天王寺ミオ店

東京都 くまざわ書店 池袋店

大阪府

紀伊國屋書店 堺北花田店

東京都 東京旭屋書店 池袋店

大阪府

紀伊國屋書店 京橋店

東京都 ジュンク堂書店 池袋本店

大阪府

紀伊國屋書店 泉北店

東京都 ブックファースト 中野店

大阪府

ジュンク堂書店 大阪本店

東京都 三省堂書店 池袋本店

大阪府

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 梅田店

東京都 ブックスルーエ

兵庫県

アバンティブックセンター 三田駅前店

東京都 大垣書店 ブックスタマ 小作店

兵庫県

アミーゴ書店 六甲道店

東京都 大垣書店 ブックスタマ 東大和店

兵庫県

大垣書店 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店

東京都 ブックファースト アトレ吉祥寺店

兵庫県

アバンティブックセンター 宝塚中山店

東京都 ブックファースト ルミネ町田店

兵庫県

紀伊國屋書店 加古川店

東京都 有隣堂 ヨドバシＡＫＩＢＡ店

兵庫県

紀伊國屋書店 川西店

東京都 丸善 お茶の水店

兵庫県

大垣書店 プリコ神戸店

東京都 三省堂書店 有楽町店

兵庫県

紀伊國屋書店 神戸阪急店

東京都 三省堂書店 神保町本店

兵庫県

ジュンク堂書店 三宮店

東京都 リブロ 浅草店

兵庫県

ジュンク堂書店 西宮店

東京都 紀伊國屋書店 新宿本店

岡山県

紀伊國屋書店 エブリイ津高店

東京都 代官山 蔦屋書店

岡山県

丸善 岡山シンフォニービル店

東京都 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＨＩＢＵＹＡ

岡山県

紀伊國屋書店 クレド岡山店

東京都 三省堂書店 経堂店

広島県

紀伊國屋書店 広島店

東京都 紀伊國屋書店 玉川高島屋店

広島県

大垣書店 ジ アウトレット広島店

東京都 文教堂書店 赤羽店

広島県

紀伊國屋書店 ゆめタウン広島店

東京都 三省堂書店 東京ソラマチ店

広島県

紀伊國屋書店 ゆめタウン廿日市店

東京都 ブックショップ書楽

広島県

ＭＡＲＵＺＥＮ 広島店

東京都 紀伊國屋書店 国分寺店

徳島県

紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店

東京都 オリオン書房 ルミネ立川店

香川県

紀伊國屋書店 丸亀店

東京都 久美堂 本店

愛媛県

紀伊國屋書店 いよてつ高島屋店

東京都 ジュンク堂書店 立川高島屋店

福岡県

紀伊國屋書店 天神イムズ店

東京都 ＮＥＴ２１第一書林 新小岩北口店

福岡県

紀伊國屋書店 久留米店

東京都 ＭＡＲＵＺＥＮ 多摩センター店

福岡県

紀伊國屋書店 福岡本店

東京都 ジュンク堂書店 大泉学園店

福岡県

紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店

東京都 ジュンク堂書店 吉祥寺店

福岡県

ジュンク堂書店 福岡店

神奈川県 スーパーブックス 住吉書房 元住吉店

佐賀県

紀伊國屋書店 佐賀店

神奈川県 丸善 横浜みなとみらい店

長崎県

紀伊國屋書店 長崎店

神奈川県 紀伊國屋書店 横浜店

熊本県

紀伊國屋書店 熊本光の森店

神奈川県 紀伊國屋書店 武蔵小杉店

熊本県

紀伊國屋書店 熊本はません店

神奈川県 ジュンク堂書店 藤沢店

大分県

紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店

神奈川県 有隣堂 アトレ川崎店

鹿児島県

紀伊國屋書店 鹿児島店

神奈川県 三省堂書店 海老名店

鹿児島県

ジュンク堂書店 鹿児島店

神奈川県 紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店

沖縄県

ジュンク堂書店 那覇店

神奈川県 有隣堂 ルミネ横浜店

沖縄県

ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＯＫＩＮＡＷＡ

神奈川県 三省堂書店 新横浜店
神奈川県 有隣堂 本店
神奈川県 有隣堂 横浜駅西口店
神奈川県 天一書房 日吉店
神奈川県 丸善 ラゾーナ川崎店

