
＜8/31発売 高橋優/光の破片＞サポート店特典:“男の優”光の破片B3ポスター提供店
店名 都道府県

1 アスマート EC
2 ネオ・ウィング EC
3 mu-moショップ EC
4 ワーナーミュージックダイレクト EC
5 We'sイオンモール旭川⻄店 北海道
6 We's石狩緑苑台店 北海道
7 We's室蘭店 北海道
8 音楽処 北海道
9 玉光堂イオン岩⾒沢店 北海道
10 玉光堂イオン江別店 北海道
11 玉光堂イオン小樽店 北海道
12 玉光堂イオン帯広店 北海道
13 玉光堂イオン北⾒店 北海道
14 玉光堂イオン釧路店 北海道
15 玉光堂イオン桑園店 北海道
16 玉光堂イオンモール旭川駅前店 北海道
17 玉光堂イオンモール釧路昭和店 北海道
18 玉光堂イオンモール発寒店 北海道
19 玉光堂イオンモール平岡店 北海道
20 玉光堂小樽本店 北海道
21 玉光堂帯広イトーヨーカドー店 北海道
22 玉光堂新さっぽろ店 北海道
23 玉光堂パセオ店 北海道
24 玉光堂四丁目店 北海道
25 コーチャンフォー旭川店 北海道
26 コーチャンフォー美しが丘店 北海道
27 コーチャンフォー北⾒店 北海道
28 コーチャンフォー釧路店 北海道
29 コーチャンフォー新川通り店 北海道
30 コーチャンフォーミュンヘン大橋店 北海道
31 ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＷＯＷ店 北海道
32 ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＭＥＧＡ ＭＡＣ店 北海道
33 吉崎レコード 楽器店 北海道
34 バンダレコードさくら野弘前店 ⻘森県
35 Ｍʼｓレコード　アルテ店 岩手県
36 Ｍʼｓ　ＥＸＰＯ　盛岡店 岩手県
37 バンダレコード　イオンモール盛岡南店 岩手県
38 東山堂　三ツ割店 岩手県
39   ミュージック昭和   山形県
40 バンダレコードイオン東根店 山形県
41 銀座山野楽器 仙台店 宮城県
42 新星堂　仙台⻑町店 宮城県
43 バンダレコードイオン仙台中山店 宮城県
44 バンダレコードイオンタウン仙台泉大沢店 宮城県
45 バンダレコードイオンモール石巻店 宮城県
46 バンダレコードイオンモール富谷店 宮城県
47 バンダレコードイオンモール名取店 宮城県
48 バンダレコードイオンモール利府店 宮城県



49 バンダレコードららぽーと海⽼名店 宮城県
50 イノウエレコード店 秋田県
51 ＷＯＯＤＹ　ＦＯＲＥＳＴ 秋田県
52 文教堂　八橋店 秋田県
53 ㈱細川蓄音機店 秋田県
54 宮脇書店　イオン秋田中央店 秋田県
55 宮脇書店　五城目店 秋田県
56 バンダレコードイオン福島店 福島県
57 バンダレコード福島⻄道路店 福島県
58 文教堂　新白河店 福島県
59 We's⻑岡店　 新潟県
60 We's新潟店　 新潟県
61 We's新潟⻄店　 新潟県
62 紀伊國屋書店 新潟店 新潟県
63 Joshinディスクピア富山本店 富山県
64 ＢＯＯＫＳなかだファボーレ店 富山県
65 ＢＯＯＫＳなかだイオンかほく店 石川県
66 勝木書店ＫａＢｏＳワイプラザ店 福井県
67 ＭＭＰ ２号店 東京都
68 紀伊國屋書店 新宿本店 東京都
69 銀座山野楽器 成城コルティ店 東京都
70 銀座山野楽器 ⻄武池袋店 東京都
71 銀座山野楽器 セレオ八王子店 東京都
72 銀座山野楽器 調布パルコ店 東京都
73 銀座山野楽器 本店１F邦楽フロア 東京都
74 ㈱五番街 東武プラザ店 東京都
75 新星堂　国分寺駅ビル店 東京都
76 バンダレコード イオン板橋店 東京都
77 ㈱ヨドバシカメラ ＭＭ ＡＫＩＢＡ ６Ｆ 東京都
78 ㈱ヨドバシカメラ 新宿⻄⼝ＭＭ館３Ｆ 東京都
79 銀座山野楽器 新百合ヶ丘エルミロード店 神奈川県
80 銀座山野楽器 そごう横浜店 神奈川県
81 銀座山野楽器 たまプラーザ テラス店 神奈川県
82 銀座山野楽器 辻堂店 神奈川県
83 銀座野楽器 ラスカ平塚店 神奈川県
84 銀座山野楽器 本厚木ミロード店 神奈川県
85 銀座山野楽器 ミウィ橋本店 神奈川県
86 バンダレコードららぽーと海⽼名店 神奈川県
87 紀伊國屋書店 流山おおたかの森店 千葉県
88 銀座山野楽器 そごう千葉店 千葉県
89 新星堂　カルチェ５柏店 千葉県
90 文教堂　ユーカリが丘店 千葉県
91 紀伊國屋書店 さいたま新都心店 埼玉県
92 銀座山野楽器 そごう大宮店 埼玉県
93 銀座山野楽器 丸広川越店 埼玉県
94 銀座山野楽器 ららぽーと新三郷店 埼玉県
95 バンダレコード　所沢本店 埼玉県
96 バンダレコード　本川越ペペ店 埼玉県
97 紀伊國屋書店 前橋店 群馬県
98 笠原書店　レイクウォーク店 ⻑野県
99 平安堂飯田店 ⻑野県



100 平安堂川中島店 ⻑野県
101 平安堂更埴店 ⻑野県
102 平安堂諏訪店 ⻑野県
103 平安堂東和田店 ⻑野県
104 平安堂Ｍｕｓｉｃ⻑野店 ⻑野県
105 ライオン堂 ⻑野県
106 イケヤ アピタ掛川店 静岡県
107 イケヤ イオンモール浜松志都呂店 静岡県
108 イケヤ 高林店 静岡県
109 イケヤ プレ葉ウォーク浜北店 静岡県
110 イケヤ文楽館　湖⻄店 静岡県
111 イケヤ文楽館　高丘店 静岡県
112 イケヤ 沼津イシバシプラザ店 静岡県
113 愛曲楽器  アピタ大⼝店 愛知県
114 あおい書店　豊川店 愛知県
115 イケヤ  イオン小牧店 愛知県
116 ㈱音楽堂  栄地下店 愛知県
117 三洋堂書店　大田川店 愛知県
118 三洋堂書店　乙川店 愛知県
119 三洋堂書店　清洲店 愛知県
120 三洋堂書店　新開橋店 愛知県
121 三洋堂書店　豊川店 愛知県
122 三洋堂書店　鳥居松店 愛知県
123 三洋堂書店　中野橋店 愛知県
124 三洋堂書店　⻄尾店 愛知県
125 バンダレコードイオンモール名古屋茶屋店 愛知県
126 フタバ図書ＴＥＲＡワンダーシティ店 愛知県
127 文化堂楽器　パレ店 愛知県
128 本の王国豊田吉原店 愛知県
129 ㈱サウンド・ハンター 岐阜県
130 三洋堂書店　大野店 岐阜県
131 三洋堂書店　新恵那店 岐阜県
132 三洋堂書店　新関店 岐阜県
133 三洋堂書店　せき東店 岐阜県
134 三洋堂書店　高山バロー店 岐阜県
135 三洋堂書店　多治⾒南店 岐阜県
136 三洋堂書店　みのかも店 岐阜県
137 コメリ書房　松阪店 三重県
138 三洋堂書店　白塚店 三重県
139 三洋堂書店　名張店 三重県
140 本の王国文化センター前店 三重県
141 銀座山野楽器 イオンモール鶴⾒緑地店 大阪府
142 ㈱ＪＥＵＧＩＡ  イオンモール茨木店 大阪府
143 ㈱ＪＥＵＧＩＡ  上本町近鉄店 大阪府
144 Joshinディスクピア岸和田店 大阪府
145 Joshinディスクピア日本橋店 大阪府
146 ミヤコ  アリオ鳳店 大阪府
147 ミヤコ  イオンモール大日店 大阪府
148 ㈱ヨドバシカメラ  ＭＭ梅田３Ｆ 大阪府
149 ㈱ＪＥＵＧＩＡ  イオンモール久御山店 京都府
150 ㈱ＪＥＵＧＩＡ  三条本店 京都府



151 ㈱和田電器 京都府
152 三洋堂書店　香芝店 奈良県
153 メディアステーションＢＩＧ　大和郡山店 奈良県
154 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店 和歌山県
155 三洋堂書店　八日市店 滋賀県
156 ㈱ＪＥＵＧＩＡ  草津Ａ・ＳＱＵＡＲＥ店            滋賀県
157 ハイパーブックス　駒井沢店 滋賀県
158 ハイパーブックス　彦根店 滋賀県
159 Ｇｒｏｏｖｙ　Ｓｉｔｅ　小野サティ店　　 兵庫県
160 ミヤコ  イオンモール伊丹昆陽店 兵庫県
161 フタバ図書ＭＥＧＡ岡山⻘江店 岡山県
162 ブックセンターコスモ津山店 岡山県
163 今井書店　吉成店サウンドスタジアム 鳥取県
164 STUDIO WONDERイオンモール日吉津店 鳥取県
165 本の学校メディア館 鳥取県
166 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER 島根県
167 STUDIO WONDERイオン松江店 島根県
168 STUDIO WONDER　ゆめタウン出雲店 島根県
169 ブックセンターコスモ出雲店 島根県
170 エディオン  広島本店 広島県
171 フタバ図書Λｌｔｉアルパーク店 広島県
172 フタバ図書Λｌｔｉ福山本店 広島県
173 フタバ図書海田店 広島県
174 フタバ図書三次店 広島県
175 フタバ図書ＧＩＧＡ呉駅レクレ店 広島県
176 フタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店 広島県
177 フタバ図書ＧＩＧＡ本通り店 広島県
178 フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店 広島県
179 フタバ図書広店 広島県
180 フタバ図書ＭＥＧＡ祇園中筋店 広島県
181 フタバ図書ＧＩＧＡフレスタモール岩国店 山⼝県
182 紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店 徳島県
183 平惣レコード　徳島店 徳島県
184 紀伊國屋書店 丸⻲店 香川県
185 （有）デュークショップ  高松店 香川県
186 （有）デュークショップ  松山店 愛媛県
187 （有）デュークショップ  高知店 高知県
188  ㈱印藤楽器店 福岡県 福岡県
189 フタバ図書ＴＥＲＡ福岡東店 福岡県
190 ヨシダ楽器 イオン福岡伊都店 福岡県
191 ブックスミスミ　人吉店 熊本県
192 ムラヤマレコード 熊本県
193 ＴＳＵＴＡＹＡ　都城店 宮崎県
194 十字屋 ＣＲＯＳＳ ⿅児島県
195 ブックスミスミ　オプシア ⿅児島県
196 ブックスミスミ　⿅屋店 ⿅児島県
197 ブックスミスミ　七ツ島店 ⿅児島県


