
先行試聴実施店
各店舗でのオンエア実施状況はお近くのスタッフまでお問い合わせください。

＜チェーン＞
タワーレコード全店
HMV全店
新星堂全店
※一部対象外の店舗がございます。詳しくは最寄りの店舗にお問い合わせください。

＜全国各店舗＞
都道府県 店名

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 玉光堂イオン藻岩店

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 玉光堂イオンモール旭川駅前店

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 玉光堂イーアス札幌店

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 玉光堂ダイエー琴似店

北海道 玉光堂イオン手稲山口店

北海道 TSUTAYA　札幌菊水店

北海道 TSUTAYA　岩見沢店

北海道 TSUTAYA　札内店

北海道 TSUTAYA　室蘭店

北海道 TSUTAYA　名寄店

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 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　イオンモール富谷店

宮城県 TSUTAYA　築館店

宮城県 TSUTAYA　白石店

宮城県 TSUTAYA　仙台駅前店

宮城県 TSUTAYA　涌谷店

宮城県 スクラム　大河原店

秋田県 TSUTAYA　仁井田店

秋田県 TSUTAYA　中野店

山形県 TSUTAYA　酒田北店

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　須賀川東店

東京都 五番街

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 調布パルコ店

東京都 TSUTAYA　旗の台店

東京都 TSUTAYA　羽村店

東京都 TSUTAYA　東村山店

東京都 TSUTAYA　グランデュオ蒲田店
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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 新星堂　国分寺駅ビル店

東京都 バンダレコ－ド LIVIN田無店

神奈川県 銀座山野楽器 そごう横浜店

神奈川県 銀座山野楽器 辻堂店

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 たまプラーザテラス店

神奈川県 銀座山野楽器 新百合ケ丘エルミロード店

神奈川県 銀座山野楽器 相模大野STスクエア店

神奈川県 銀座山野楽器 ミウィ橋本店

神奈川県 TSUTAYA　マルイファミリー溝口店

神奈川県 蔦屋書店　大和下鶴間店

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 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 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 WonderGOO 越谷店

埼玉県 WonderGOO 入間店

埼玉県 TSUTAYA　狭山店

埼玉県 バンダレコード イオン大井店

千葉県 WonderGOO 千葉ニュータウン店

千葉県 WonderGOO 富里店

千葉県 WonderGOO 成東店

千葉県 WonderGOO 茂原店

千葉県 TSUTAYA　本八幡駅前店

千葉県 蔦屋書店　イオンモール幕張新都心

千葉県 ムジカ・ダ・カーポ　八千代台店

茨城県 WonderGOO 常陸大宮店

茨城県 WonderGOO 東海店

茨城県 WonderGOO 石岡店

茨城県 WonderGOO つくば店

茨城県 WonderGOO 古河店

茨城県 WonderGOO 境FiSS店

茨城県 TSUTAYA　結城店

茨城県 蔦屋書店　ひたちなか店

茨城県 TSUTAYA　荒川沖店

茨城県 TSUTAYA　鹿嶋南店

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

栃木県 WonderGOO 宇都宮店

栃木県 WonderGOO 下野店

栃木県 TSUTAYA　鹿沼店

栃木県 ビッグワンTSUTAYA　さくら店

群馬県 WonderGOO 伊勢崎店

群馬県 WonderGOO 藤岡店

群馬県 蔦屋書店　伊勢崎茂呂店

山梨県 TSUTAYA　甲府バイパス店

山梨県 TSUTAYA　甲府昭和店

新潟県 蔦屋書店　新津店

新潟県 蔦屋書店　豊栄店

新潟県 蔦屋書店　マーケットシティ白根店

新潟県 蔦屋書店　佐渡佐和田店

新潟県 TSUTAYA　上越インター店

長野県 ＣＤ・ＤＶＤのライオン堂 高宮店

長野県 TSUTAYA　上田バイパス店

長野県 蔦屋書店　長野徳間店

長野県 TSUTAYA　南松本店

富山県 BOOKSなかだ　ファボーレ店

富山県 TSUTAYA　明文堂黒部店

富山県 TSUTAYA　明文堂富山掛尾店

富山県 TSUTAYA　砺波店

富山県 フクロヤ二口店

石川県 明文堂書店　TSUTAYA　KOMATSU

石川県 TSUTAYA　金沢店



石川県 van van music factory上林店

石川県 ㈱金澤文苑堂　TSUTAYAKANAZAWA

福井県 TSUTAYA　春江店

福井県 松木屋エルパ店

愛知県 フタバ図書　TERAワンダーシティ店

愛知県 DISC　WAVE　江南店

愛知県 TSUTAYA　岡崎戸崎町店

愛知県 TSUTAYA　瀬戸共栄通店

愛知県 TSUTAYA　汐田橋店

愛知県 TSUTAYA　ブックセンター名豊西尾店

愛知県 TSUTAYA　ＦＡＳもとまち店

愛知県 TSUTAYA　いまじん南陽通店

愛知県 イケヤ　イオン小牧店

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

静岡県 イケヤ文楽館　高丘店

静岡県 イケヤ文楽館　湖西店

静岡県 TSUTAYA　下田店

静岡県 TSUTAYA　すみや静岡平和町店

静岡県 TSUTAYA　藤枝瀬戸新屋店

静岡県 TSUTAYA　佐鳴台店

静岡県 TSUTAYA　清水春日店

静岡県 TSUTAYA　すみや函南店

静岡県 イケヤ　イオンモール浜松志都呂店

三重県 WonderGOO 志摩店

大阪府 銀座山野楽器 イオンモール鶴見緑地店

大阪府 ディスクピア　日本橋店

大阪府 TSUTAYA　EBISUBASHI

大阪府 TSUTAYA　アミ府大前店

兵庫県 TSUTAYA　三宮店

兵庫県 TSUTAYA　AVIX豊岡店

兵庫県 TSUTAYA　WAY　新三田店

兵庫県 TSUTAYA　篠山店

兵庫県 TSUTAYA　川西能勢口店

京都府 JEUGIA三条本店

京都府 TSUTAYA　友岡店

京都府 TSUTAYA　西院店

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

島根県 TSUTAYA　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STUDIO WONDER

岡山県 TSUTAYA　中島店

岡山県 TSUTAYA　ノースランド店

岡山県 TSUTAYA　十日市店

広島県 フタバ図書　GIGA祗園店

広島県 フタバ図書　GIGA宇品店

広島県 フタバ図書　GIGA上安店

広島県 フタバ図書　Λｌｔｉアルパーク店

広島県 フタバ図書　GIGA広島駅前店

広島県 フタバ図書　GIGA本通り店

広島県 フタバ図書　TERA広島府中店

広島県 フタバ図書　MEGA祇園中筋店

広島県 フタバ図書　三次店

広島県 フタバ図書　海田店

広島県 フタバ図書　広大前店

広島県 フタバ図書　リサイクル西条店

広島県 フタバ図書　広店

広島県 フタバ図書　GIGA呉駅レクレ店

広島県 フタバ図書　Λｌｔｉ福山本店

広島県 TSUTAYA　フジグラン緑井店

広島県 TSUTAYA　可部店

山口県 TSUTAYA　山口葵店

徳島県 TSUTAYA　フジグラン北島店

徳島県 TSUTAYA　田宮店

徳島県 TSUTAYA　徳島新浜店



香川県 TSUTAYA　観音寺駅南店

香川県 TSUTAYA　丸亀郡家店

愛媛県 TSUTAYA　宇和店

愛媛県 TSUTAYA　フジ東予店

愛媛県 TSUTAYA　フジグラン松山店

高知県 TSUTAYA　中万々店

高知県 TSUTAYA　土佐道路店

高知県 TSUTAYA　野市店

高知県 TSUTAYA　高須店

福岡県 ミュージックプラザ インドウ

福岡県 フタバ図書　TERA福岡東店

福岡県 フタバ図書　GIGA福岡春日店

福岡県 フタバ図書　GIGA今宿店

福岡県 TSUTAYA　天神駅前福岡ビル店

佐賀県 TSUTAYA　鳥栖店

佐賀県 TSUTAYA　兵庫町店

長崎県 TSUTAYA　遊ING浜町店

熊本県 蔦屋書店　小川町

熊本県 蔦屋書店　熊本三年坂

大分県 TSUTAYA　日田店

宮崎県 蔦屋書店　宮崎高千穂通り

鹿児島県 WonderGOO 姶良加治木店

鹿児島県 十字屋クロス

沖縄県 TSUTAYA　那覇新都心店


