
氷室京介「L'EPILOGUE」サポートショップ一覧　　※お近くの店舗にてお問い合わせください！

都道府県 店名 都道府県 店名 都道府県 店名 都道府県 店名 都道府県 店名 都道府県 店名 都道府県 店名

北海道 We'sイオンモール旭川西店　   栃木県 文教堂　今市店 神奈川県 ヨドバシカメラ  ＭＭ川崎ルフロン 愛知県 ㈱音楽堂  栄地下店 大阪府 銀座山野楽器 イオンモール鶴見緑地店 鳥取県 ブックセンターコスモ岩吉店 福岡県 フタバ図書GIGA今宿店

CD　PLAZA　WAVE　室蘭店 くまざわ書店　宇都宮店 ヤジマレコード本店  サニーズミュージック ㈱音楽堂  アスティ一宮店                           銀座山野楽器 西武八尾店 ブックセンターコスモ吉方店 フタバ図書GIGA福大前店

We's石狩緑苑台店　 宮脇書店　佐野店 ヨドバシカメラ  ＭＭ錦糸町 イケヤ  イオン小牧店                               ミヤコ  パンジョ店                                 本の学校メディア館 フタバ図書TERA福岡東店

大道時計楽器店　 茨城県 バンダレコード　イオンつくば店 ヨドバシカメラ  ＭＭ横浜 バンダレコード　イオン新瑞橋店 ディスクピア  日本橋店                             今井書店　吉成店サウンドスタジアム フタバ図書GIGA福岡春日店

CD　PLAZA　WAVE　MEGA MAC店 バンダレコードイオンモール土浦 バンダレコードららぽーと海老名 バンダレコードイオンモール茶屋 JEUGIA  上本町近鉄店                       STUDIO WONDERイオンモール日吉津店 メディアステーションBIG　八幡東店

CD　PLAZA　WAVE　WOW店 ACADEMIAイーアスつくば店 バンダレコードイオン茅ヶ崎店 ソフマップ名古屋駅西店 JEUGIA  イオン茨木店                       島根県 ブックセンターコスモ出雲店 宮脇書店黒木名島店

コーチャンフォー美しが丘店 群馬県 紀伊國屋書店 前橋店 メディアステーションＢＩＧ　金沢八景店 フタバ図書TERAワンダーシティ店 ヨドバシカメラ  ＭＭ梅田 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER 福岡金文堂行橋店

コーチャンフォー釧路店 埼玉県 バンダレコード　所沢本店 勝木書店KaBoS宮前平店 ミュージックショップBIG　常滑店 ミヤコ  アリオ鳳店                                 STUDIO WONDER　ゆめタウン出雲店 宮脇書店黒木室見店

コーチャンフォーミュンヘン大橋店 バンダレコード　本川越ペペ店 ドラマ　二本松店　　　　　　 三洋堂書店　新開橋店 ミヤコ  イオンモール大日店                         ブックセンタージャスト　浜田店 宮脇書店黒木若久店

コーチャンフォー新川通り店 バンダレコードイオン大井店 久美堂　愛川店 三洋堂書店　半田店 ミュージックショップBIG　堺鉄砲町店 STUDIO WONDERイオン松江店 明屋書店行橋行事店

コーチャンフォー旭川店 バンダレコードイオン大宮店 久美堂　伊勢原店 三洋堂書店　清洲店 三洋堂書店　阪南店 岡山県 エディオン  倉敷本店                               明屋書店苅田店

コーチャンフォー北見店 バンダレコード　新所沢パルコ店 文教堂　Ｒ４１２店 三洋堂書店　大田川店 宮脇書店　泉佐野店 フタバ図書MEGA岡山青江店 明屋書店小倉沼新町店

玉光堂小樽本店 バンダレコード　ステラタウン店 じょいふるミュージック 三洋堂書店　乙川店 大垣書店　豊中緑丘店 ミュージックショップBIG　久世店 明屋書店小倉曽根店

玉光堂イオン小樽店 フタバ図書GIGA大宮店 北野書店本店 三洋堂書店　西尾店 サウンド　デューク ブックセンターコスモ津山店 明屋書店池尻店

玉光堂四丁目店 music　shop　JAM 銀座山野楽器 そごう横浜店 三洋堂書店　中野橋店 イシゲン  宮脇書店　平島店 明屋書店伊加利店

玉光堂ポールタウン店 MUSIC　MEDIA菖蒲店 銀座山野楽器 辻堂店 三洋堂書店　豊川店 ACTIVE　　 広島県 エディオン  広島本店                               紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店

玉光堂パセオ店 くまざわ書店　川口ララガーデン店 銀座山野楽器 ラスカ平塚店 三洋堂書店　城山店 上新電機 ディスクピア岸和田店 フタバ図書ラフォーレ店 黒木書店/フィルモアレコード　七隈店

玉光堂新さっぽろ店 紀伊國屋書店 さいたま新都心店 銀座山野楽器 たまプラーザ テラス店 三洋堂書店　志段味店 兵庫県 ミヤコ  尼崎店                                     フタバ図書広店 A’BOOK イオン穂波店

玉光堂イオン千歳店 WonderGOO 川越店 銀座山野楽器 新百合ヶ丘エルミロード店 三洋堂書店　大ぐち店 ミヤコ  塚口店                                     フタバ図書八本松店 佐賀県 紀伊國屋書店 佐賀店

玉光堂イオン江別店 銀座山野楽器 そごう川口店 銀座山野楽器 相模大野ステーションスクエア店 三洋堂書店　当知店 エディオン  ＪＲ尼崎駅店                           フタバ図書MEGA祇園中筋店 長崎県 メトロ書店本店

玉光堂イオン岩見沢店 銀座山野楽器 イオンモール北戸田店 銀座山野楽器 本厚木ミロード店 三洋堂書店　よもぎ店 ミヤコ  イオンモール伊丹昆陽店                     フタバ図書GIGA呉駅レクレ店 大分県 明林堂書店　ゆめタウン別府店

玉光堂イオンモール旭川駅前店 銀座山野楽器 そごう大宮店 銀座山野楽器 ミウィ橋本店 アビイロード 玉光堂イトーヨーカドー広畑店 フタバ図書大竹店 明林堂書店　大分本店

玉光堂五稜郭店 銀座山野楽器 ららぽーと新三郷店 長野県 ライオン堂 くまざわ書店　岩倉店 メディアステーションBIG　猪名川店 フタバ図書海田店 明屋書店中津本店

玉光堂イオン帯広店 銀座山野楽器 ワルツ所沢店 三洋堂書店　駒ヶ根店 夢屋書店 安城店 ミュージックショップBIG　甲子園店 フタバ図書GIGA広島駅前店 紀伊國屋書店 大分店

玉光堂帯広イトーヨーカドー店 銀座山野楽器 丸広上尾店 笠原書店　本店 本の王国 刈谷店 メディアステーションBIG　加古川店 フタバ図書三次店 熊本県 ムラヤマレコード                                  

玉光堂イオン釧路店 銀座山野楽器 丸広入間店 平安堂 東和田店 本の王国 ほら貝店 大垣書店　神戸ハーバーランドumie店 フタバ図書GIGA本通り店 ブックスミスミ　人吉店

玉光堂イオンモール釧路昭和店 銀座山野楽器 丸広川越店 平安堂 川中島店 夢屋書店 アピタ鳴海店 ＣＤシティオ フタバ図書広大前店 明林堂書店　長嶺店

玉光堂イオン北見店 千葉県 新星堂　カルチェ５柏店 平安堂 上田しおだ野店 夢屋書店 アピタ豊田元町店 ブックス　ウイング　　　　　 フタバ図書GIGA宇品店 紀伊國屋書店 熊本はません店

玉光堂　イオンモール平岡店 三洋堂書店　岬店 平安堂 更埴店 本の王国豊田吉原店 Groovy　Site　小野サティ店　　 フタバ図書TERA広島府中店 BOOKSあんとく 荒尾店

玉光堂イオン名寄店 三洋堂書店　市原牛久店 平安堂 飯田店 夢屋書店 知多店 TSUTAYA WAY福崎店 フタバ図書可部センター店 宮崎県 TSUTAYA　都城店

玉光堂　イオンモール発寒店 ムジカ・ダ・カーポ　八千代台店 平安堂 伊那店 紀伊國屋書店 名古屋空港店 京都府 JEUGIA  三条本店                           フタバ図書GIGA上安店 鹿児島県 ブックスミスミ　オプシア

玉光堂イオン桑園店 ミュージックワールド　アピタ市原店 平安堂 あづみ野店 夢屋書店 長久手店 JEUGIA  イオン久御山店                     フタバ図書GIGA高陽店 ブックスミスミ　七ツ島店

玉光堂棒二森屋店 MEDIA木更津店 山梨県 夢屋書店 アピタ石和店 岐阜県 ㈱サウンド・ハンター                               ヨドバシカメラ  ＭＭ京都 フタバ図書Λｌｔｉ福山本店 ブックスミスミ　鹿屋店

中尾書店 オークスメディアパーク野田店プラスゲオ 夢屋書店 アピタ田富店 ミュージックショップBIG　大垣南店 ミュージックショップBIG　高の原店 フタバ図書GIGA祗園店 クッキー明屋書店川内店

青森県 バンダレコードさくら野弘前店 ブックエース我孫子店 静岡県 イケヤ  沼津イシバシプラザ店                       メディアステーションBIG　岐阜店 平和書店アル・プラザ宇治東店 フタバ図書Λｌｔｉアルパーク店 紀伊國屋書店 鹿児島店

岩手県 バンダレコード　イオン盛岡南店 文教堂　ユーカリが丘店 イケヤ  プレ葉ウォーク浜北店                       三洋堂書店　こくふ店 さとうバザールタウン舞鶴  フタバ図書GIGA五日市店

M’sレコード　アルテ店 紀伊國屋書店 流山おおたかの森店 イケヤ  高林店                                     三洋堂書店　新関店 大垣書店イオンモール京都桂川店 山口県 フタバ図書GIGAフレスタモール岩国店

M’s EXPO　盛岡店 銀座山野楽器 新浦安店 三洋堂書店　磐田店 三洋堂書店　本巣店 大垣書店　京都ファミリー店 フタバ図書GIGA防府店

東山堂　北上店 銀座山野楽器 そごう千葉店 ビートゾーン 三洋堂書店　大和店 大垣書店イオンモール京都店 メディアステーションBIG　小野田店

秋田県 宮脇書店イオン秋田中央店 東京都 ヨドバシカメラ  MM  AKIBA 大垣書店　GROS　AMUSER　富士宮店 三洋堂書店　新大垣店 大垣書店　亀岡店 ミュージックショップBIG　周南店

宮城県 ヨドバシカメラ  ＭＭ仙台 ヨドバシカメラ  MM吉祥寺 イケヤ文楽館　高丘店 三洋堂書店　垂井店 大垣書店ビブレ店 ミュージックショップBIG　長府店

バンダレコード仙台泉大沢店 ヨドバシカメラ  新宿西口ＭＭ館 イケヤ文楽館　湖西店 三洋堂書店　せき東店 大垣書店　高島屋店 メディアステーションBIG　防府店

バンダレコードイオンモール名取 ヨドバシカメラ  ＭＭ町田 イケヤ文楽館　磐田東店 三洋堂書店　みのかも店 大垣書店　二条駅店 明屋書店MEGA新下関店

バンダレコードイオン仙台中山店 バンダレコードLIVIN田無店 本の王国 雄踏店 三洋堂書店　瑞浪中央店 くまざわ書店　桃山店 明屋書店下関長府店

バンダレコードイオンモール富谷 バンダレコードイオン板橋ＳＣ 新潟県 峰弥書店　新発田店 三洋堂書店　下恵土店 ディスクショップ　白鳥　　　　　　　　 明屋書店小郡店

バンダレコードイオンモール利府 コーチャンフォー若葉台店 上新電機 ディスクピアpit　ONE長岡店 三洋堂書店　中つ川店 上新電機 ディスクピア京都１ばん館 ミュージックセンターディラン 

バンダレコードイオンモール石巻 新星堂　国分寺駅ビル店 紀伊國屋書店 新潟店 こみかるはうす関店 滋賀県 三洋堂書店　八日市店 徳島県 平惣　阿南センター店

バンダレコードスクラム大河原店 買取販売市場ムーランアキバ 富山県 未来屋書店　となみ店 MEDIA中津川店 三洋堂書店　高月店 平惣レコード　徳島店

バンダレコードスクラム古川店 アキバ☆ソフマップ１号店 BOOKSなかだ　魚津店 三重県 メディアステーションＢＩＧ　東員店 三洋堂書店　長浜店 紀伊國屋書店 徳島店

新星堂　仙台長町店 椿書房 BOOKSなかだ　ファボーレ店 三洋堂書店　サーキット通り店 三洋堂書店　豊さと店 紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店

ミュージックショップスマイル　大河原Forte店 MUSIC　STORE文教堂　浜松町店 BOOKSなかだ　大沢野店 三洋堂書店　桑名店 ハイパーブックス　長浜店 香川県 メディアステーションBIG　高松店

ブックセンター湘南矢本店 文教堂　竹ノ塚駅前店 BOOKSなかだ　北の森店 三洋堂書店　大台店 ハイパーブックス　彦根店 メディアステーションBIG　綾川店

銀座山野楽器 仙台店 ブックスオオトリ四つ木メディア店 紀伊國屋書店 富山店 三洋堂書店　白塚店 サンミュージック　長浜店 紀伊國屋書店 丸亀店

山形県 バンダレコードイオン東根店 紀伊國屋書店 新宿本店 上新電機 ディスクピア富山本店 三洋堂書店　名張店 サンミュージック　近江八幡店 高知県 デュークショップ  高知店

こまつ書店　寿町本店 マイナー堂  石川県 メディアステーションＢＩＧ　御経塚店 三洋堂書店　生桑店 サンミュージック　守山店 愛媛県 明屋書店川之江店

こまつ書店　堀川町店 銀座山野楽器 銀座本店 きくざわ書店アルプラザ鹿島店 三洋堂書店　富田店 ハイパーブックス　八日市店 明屋書店ＭＥＧＡ平田店

ブックスパル 銀座山野楽器 日本橋三越店 北国書林Ｖサウンド　アルプラザ金沢店 MEDIA松阪店 ハイパーブックス　駒井沢店 明屋書店八幡浜店

福島県 バンダレコード　福島西道路店 銀座山野楽器 西武池袋店 勝木書店KaBoS上荒屋店 宮脇書店　久居店 ハイパーブックス　かがやき通り店 明屋書店石井店

バンダレコードイオン福島店 銀座山野楽器 小田急新宿店 勝木書店KaBoS大桑店 宮脇書店　松阪店 ハイパーブックス　大津京店 明屋書店松前店

岩瀬書店　富久山店 銀座山野楽器 成城コルティ店 BOOKSなかだ　イオンかほく店 宮脇書店　明和店 平和書店TSUTAYA守山店 明屋書店宇和島明倫店

文教堂　新白河店 銀座山野楽器 小田急町田店 福井県 松木屋  エルパ店                                   テラ 大垣書店　一里山店 明屋書店空港通り店

銀座山野楽器 イオンモール東久留米店 三洋堂書店　小浜店 本の王国 文化センター前店 上新電機 ディスクピア草津店 明屋書店大洲店

銀座山野楽器 調布パルコ店 勝木書店Super　KaBoS敦賀店 TSUTAYA WAY久居店 奈良県 三洋堂書店　大安寺店

銀座山野楽器 府中フォーリス店 勝木書店Super　KaBoSワッセ店 TSUTAYA WAY松阪学園前店 三洋堂書店　桜井店

銀座山野楽器 セレオ八王子店 勝木書店Super　KaBoS大和田店 和歌山県 ミヤコ  イオンモール和歌山店                       三洋堂書店　榛原店

勝木書店ＫａＢｏＳベル店 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ岩出店 三洋堂書店　平群店

勝木書店Super　KaBoS新二の宮店 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店 三洋堂書店　香芝店

平和書店　アル・プラザ鯖江店 TSUTAYA WAYオークワ本社店 三洋堂書店　橿原神宮店

紀伊國屋書店 福井店 TSUTAYA WAY海南店 上新電機 ディスクピア奈良店

TSUTAYA WAY有田川店（旧吉備店） TSUTAYA WAY天理店

TSUTAYA WAY美浜店 夢屋書店 アピタ大和郡山店

TSUTAYA WAYオーシティ前 田辺店 上新電機 ディスクピアpit　ONE郡山店

WAY書店パビリオンシティ田辺店 TSUTAYA WAY御所店

スーパーセンターWAY南紀店

TSUTAYA WAY橋本店

サポートショップ特典対象チェーン

ECサイト

ネオ・ウィング

ぐるぐる王国

mu-moショップ

GEO　（各店先着順となります。一部お取扱の無い店舗がございます。）

ワンダーグー・新星堂　（各店先着順となります。一部お取扱の無い店舗がございます。）

http://www.neowing.co.jp/product/WPCL-12339
http://www.ggking.jp/shop/goods/goods.aspx?goods=WPCL-12339
http://shop.mu-mo.net/a/item1/?jsiteid=mumo&seq_exhibit_id=163963

