
都道府県 店名

タワーレコード全店（一部店舗除く）

HMV全店（一部店舗除く）

新星堂全店

北海道 玉光堂小樽本店

北海道 玉光堂イオン小樽店

北海道 玉光堂四丁目店

北海道 玉光堂ポールタウン店

北海道 玉光堂パセオ店

北海道 玉光堂新さっぽろ店

北海道 玉光堂イオン千歳店

北海道 玉光堂イオン江別店

北海道 玉光堂イオン岩見沢店

北海道 玉光堂旭川店

北海道 玉光堂五稜郭店

北海道 玉光堂イオン帯広店

北海道 玉光堂帯広イトーヨーカドー店

北海道 玉光堂イオン釧路店

北海道 玉光堂イオンモール釧路昭和店

北海道 玉光堂イオン北見店

北海道 玉光堂イオンモール平岡店

北海道 玉光堂イオン名寄店

北海道 玉光堂イオンモール発寒店

北海道 玉光堂イオン桑園店

北海道 玉光堂棒二森屋店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　遠軽店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　名寄店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　旭川永山店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　札内店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　木野店

北海道 コーチャンフォーミュンヘン大橋店

北海道 スーパーブックス文教堂桔梗店

北海道 文教堂湯川店

北海道 函館　蔦屋書店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　むつ店　

青森県 バンダレコード さくら野弘前店

岩手県 バンダレコード イオン盛岡南店

宮城県 銀座山野楽器 仙台店

宮城県 バンダレコード 仙台泉大沢店

宮城県 バンダレコード イオンモール名取店

宮城県 バンダレコード　イオン仙台中山店

宮城県 バンダレコード　イオンモール富谷店

宮城県 スクラム　大河原店

宮城県 スクラム　利府店

宮城県 スクラム　石巻店

宮城県 スクラム　古川店　　　

山形県 スクラム　東根店

山形県 ＴＳＵＴＡＹＡ　総合公園店

福島県 バンダレコ－ド 福島西道路店

福島県 バンダレコード イオン福島店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　須賀川店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　須賀川東店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　福島西口店



福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　福島南店

茨城県 バンダレコード イオンモールつくば店

茨城県 バンダレコード　イオンモール土浦店

茨城県 蔦屋書店　ひたちなか店

茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　結城店

茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋南店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮鶴田店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮東簗瀬店

栃木県 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店

埼玉県 銀座山野楽器 そごう大宮店

埼玉県 銀座山野楽器 ららぽーと新三郷店

埼玉県 銀座山野楽器 イオンモール北戸田店

埼玉県 銀座山野楽器 丸広川越店

埼玉県 銀座山野楽器 丸広上尾店

埼玉県 銀座山野楽器 丸広入間店

埼玉県 銀座山野楽器 そごう川口店

埼玉県 バンダレコ－ド 所沢店

埼玉県 バンダレコ－ド 本川越ぺぺ店

埼玉県 バンダレコード イオン大井店

埼玉県 バンダレコード イオン大宮店

埼玉県 バンダレコード 新所沢パルコ店

埼玉県 バンダレコード ステラタウン店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大宮指扇店

埼玉県 蔦屋書店　東松山店

千葉県 銀座山野楽器 そごう千葉店

千葉県 銀座山野楽器 新浦安店

千葉県 ムジカ・ダ・カーポ　八千代台店

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　松戸駅前店

東京都 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　新橋店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　町田木曽店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　マルイ北千住店

東京都 銀座山野楽器 本店（1F）

東京都 銀座山野楽器 成城コルティ店

東京都 銀座山野楽器 西武池袋店

東京都 銀座山野楽器 イオンモール東久留米店

東京都 銀座山野楽器 小田急新宿店

東京都 銀座山野楽器 府中フォーリス店

東京都 銀座山野楽器 セレオ八王子店

東京都 銀座山野楽器 小田急町田店

東京都 銀座山野楽器 調布パルコ店

東京都 銀座山野楽器 日本橋三越店

東京都 バンダレコ－ド LIVIN田無店

東京都 バンダレコード イオン板橋ショッピングセンター店

東京都 サウンドショップ　ニッポー



神奈川県 銀座山野楽器 本厚木ミロード店

神奈川県 銀座山野楽器 新百合ヶ丘エルミロード店

神奈川県 銀座山野楽器 ラスカ平塚店

神奈川県 銀座山野楽器 ミウィ橋本店

神奈川県 銀座山野楽器 たまプラーザ　テラス店

神奈川県 銀座山野楽器 辻堂店

神奈川県 銀座山野楽器 相模大野ステーションスクエア店

神奈川県 銀座山野楽器 そごう横浜店

神奈川県 メディアステーションＢＩＧ　金沢八景店

神奈川県 バンダレコード　ららぽーと海老名店

神奈川県 バンダレコード　イオン茅ヶ崎店

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フレスポ小田原シティーモール店

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　マルイファミリー溝口店

新潟県 蔦屋書店　豊栄店

富山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　福田店

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店

石川県 勝木書店ＫａＢｏＳ大桑店

福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳワッセ店

福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ新二の宮店

福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ敦賀店

福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　福井高柳店

山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲府昭和店

長野県 ＣＤ・ＤＶＤのライオン堂 高宮店

長野県 今井書店　ふじみ店　　　　　　

長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東松本店

岐阜県 こみかるはうす関店

岐阜県 こみかるはうす可児店

岐阜県 ミュージックショップBIG　大垣南店

静岡県 イケヤ文楽館　高丘店

静岡県 イケヤ文楽館　磐田東店

静岡県 イケヤ文楽館　湖西店

静岡県 ビートゾーン

静岡県 大垣書店グロスアミュゼ富士宮店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　浜松中央店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝瀬戸新屋店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐鳴台店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　豊田町店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　御殿場店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや袋井店

愛知県 バンダレコード イオンモール新瑞橋店

愛知県 バンダレコード　イオンモール名古屋茶屋店

愛知県 メディアステーションＢＩＧ　常滑店

愛知県 フタバ図書ＴＥＲＡワンダーシティ店

愛知県 あおい書店　西尾ＣＤ館店

愛知県 あおい書店　豊川店

愛知県 GROSRECORD　豊橋南店

愛知県 本の王国　刈谷店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南陽通店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックセンター名豊大府店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　汐田橋店

愛知県 DISC WAVE 江南店

三重県 メディアステーションＢＩＧ　東員店

三重県 宮脇書店久居店



京都府 大垣書店　ビブレ店

京都府 大垣書店　イオンモールKYOTO店

京都府 大垣書店　イオンモール京都桂川店

京都府 大垣書店　高島屋店

京都府 大垣書店　二条駅店

京都府 大垣書店　豊中緑丘店

京都府 大垣書店　京都ファミリー

京都府 大垣書店　一里山店

京都府 大垣書店　亀岡店

京都府 ミュージックショップBIG　高の原店

京都府 まるぜん書店野田川店

大阪府 銀座山野楽器 イオンモール鶴見緑地店

大阪府 銀座山野楽器 西武八尾店

大阪府 サウンド　デューク

大阪府 天牛堺書店　天下茶屋店

大阪府 天牛堺書店　津久野店

大阪府 天牛堺書店　高島屋堺東店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ビバモール寝屋川店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　アミ府大前店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　川西能勢口店

兵庫県 玉光堂　イトーヨーカドー姫路広畑店

兵庫県 大垣書店　神戸ハーバーランドumie店

奈良県 メディアステーションＢＩＧ　大和郡山店

和歌山県 WAYガーデンパーク和歌山店

鳥取県 今井書店吉成店サウンドスタジアム

鳥取県 今井書店湖山メディア館

鳥取県 本の学校メディア館

鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　倉吉中央店

島根県 STUDIO　WONDERゆめタウン出雲店

島根県 STUDIO　WONDERイオン松江店

島根県 今井書店グループセンター店

岡山県 ＣＤ倶楽部

岡山県 ブックセンターコスモ津山店

岡山県 宮脇書店　岡山本店

岡山県 宮脇書店　連島店

岡山県 宮脇書店　鴨方店

岡山県 宮脇書店　平島店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　十日市店

広島県 フタバ図書広店

広島県 フタバ図書ＭＥＧＡ中筋店

広島県 フタバ図書海田店

広島県 フタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店

広島県 フタバ図書広大前店

広島県 フタバ図書サウンドＴＥＲＡ広島府中店

広島県 フタバ図書可部センター店

広島県 フタバ図書Λｌｔｉ福山本店

広島県 フタバ図書ＧＩＧＡ祗園店

広島県 フタバ図書Λｌｔｉアルパーク店

山口県 フタバ図書ＧＩＧＡフレスタモール岩国店

山口県 フタバ図書ＧＩＧＡ防府店

山口県 明屋書店ＭＥＧＡ大内店

山口県 明屋書店ＭＥＧＡ新下関店

山口県 ＴＳＵＴＡＹＡ　防府店



徳島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン北島店

徳島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　北島店

徳島県 平惣　阿南センター店

徳島県 平惣　羽ノ浦店

徳島県 平惣　小松島店

徳島県 平惣　徳島店

徳島県 平惣　田宮店

徳島県 平惣　川内店

徳島県 平惣　タクト店

香川県 メディアステーションＢＩＧ　綾川店

香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店

香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　屋島店

愛媛県 明屋書店平井店

愛媛県 明屋書店石井店

愛媛県 明屋書店ＭＥＧＡ平田店

愛媛県 明屋書店川之江店

愛媛県 明屋書店喜田村店

愛媛県 明屋書店八幡浜店

高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高須店

福岡県 メディアステーションＢＩＧ　小倉駅前店

福岡県 メディアステーションＢＩＧ　八幡東店

福岡県 フタバ図書サウンドＴＥＲＡ福岡東店

福岡県 明屋書店宗像店

福岡県 明屋書店行橋行事店

福岡県 宮脇書店黒木歯科大前店

福岡県 宮脇書店黒木野方店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　柳川店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　朝日ヶ丘店

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　広田店

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐世保梅田店

熊本県 ブックスミスミ　人吉店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　八代松江店

熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　近見店

大分県 明屋書店賀来店

大分県 明屋書店日田店

大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐伯店

大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　日田店

宮崎県 蔦屋書店　宮崎高千穂通り

宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　江平店

宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　都城店

宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　日向店

鹿児島県 ブックスミスミ　オプシア

鹿児島県 ブックスミスミ　七ツ島店

鹿児島県 ブックスミスミ加治木バイパス店

鹿児島県 ブックスミスミ　鹿屋店

鹿児島県 クッキー明屋書店川内店

鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　城西店


