
＜11/16発売 高橋優/来し⽅⾏く末＞オリジナルステッカー（サポート店ver.)配布店リスト
店名 都道府県 エリア

1 アスマート EC
2 ぐるぐる王国 EC
3 ネオ・ウィング EC
4 mu-moショップ EC
5 ワーナーミュージックダイレクト EC
6 楽天ブックス EC
7 WonderGOO・新星堂※⼀部取扱いのない店舗もございますのでご了承下さい 全国 全国
8 紀伊國屋書店 札幌本店 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  イオン千歳店 北海道
17 ⽟光堂  イオン名寄店 北海道
18 ⽟光堂  イオンモール旭川駅前店 北海道
19 ⽟光堂  イオンモール釧路昭和店 北海道
20 ⽟光堂　イオンモール発寒店 北海道
21 ⽟光堂　イオンモール平岡店 北海道
22 ⽟光堂小樽本店 北海道
23 ⽟光堂帯広イトーヨーカドー店 北海道
24 ⽟光堂五稜郭店 北海道
25 ⽟光堂新さっぽろ店 北海道
26 ⽟光堂パセオ店 北海道
27 ⽟光堂棒二森屋店 北海道
28 ⽟光堂四丁目店 北海道
29 コーチャンフォー旭川店 北海道
30 コーチャンフォー美しが丘店 北海道
31 コーチャンフォー北⾒店 北海道
32 コーチャンフォー釧路店 北海道
33 コーチャンフォー新川通り店 北海道
34 コーチャンフォーミュンヘン大橋店 北海道
35 サカイ楽器　 北海道
36 ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＷＯＷ店 北海道
37 ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＭＥＧＡ ＭＡＣ店 北海道
38 ＴＳＵＴＡＹＡサーモンパーク店 北海道
39 ⽂教堂　北野店 北海道
40 ⽂教堂　札幌ルーシー店 北海道
41 ⽂教堂　千歳店 北海道
42 ⽂教堂　⻄野３条店 北海道
43 ⽂教堂　湯ノ川店 北海道
44 宮脇書店　札幌元町店 北海道
45 吉崎レコード  楽器店 北海道
46 ㈱ヨドバシカメラ  札幌 北海道
47 リラィアブルブックス根室店 北海道
48 バンダレコードさくら野弘前店 ⻘森県

EC

北海道



49 フォーユー　八食店 ⻘森県
50 イノウエレコード店 秋田県
51 ＷＯＯＤＹ　ＦＯＲＥＳＴ 秋田県
52 スーパーブックス　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 アメリカンウェーブ　北上店 岩手県
57 Ｍʼｓ　ＥＸＰＯ　盛岡店 岩手県
58 Ｍʼｓレコード　アルテ店 岩手県
59 バンダレコード　イオンモール盛岡南店 岩手県
60 東山堂　三ツ割店 岩手県
61 宮脇書店　久慈店 岩手県
62 リコルズ 岩手県
63 こまつ書店　寿町本店 山形県
64 ㈱昌和商事  ミュージック昭和 山形県
65 バンダレコードイオン東根店 山形県
66 ブックスパル 山形県
67 宮脇書店　ヨークタウン成沢店 山形県
68 銀座山野楽器 仙台店 宮城県
69 スクラム大河原店 宮城県
70 スクラム古川店 宮城県
71 バンダレコードイオン仙台中山店 宮城県
72 バンダレコードイオンタウン仙台泉大沢店 宮城県
73 バンダレコードイオンモール石巻 宮城県
74 バンダレコードイオンモール富谷店 宮城県
75 バンダレコード イオンモール名取店 宮城県
76 バンダレコードイオンモール利府 宮城県
77 ミュージックショップスマイル　大河原Ｆｏｒｔｅ店 宮城県
78 岩瀬書店　富久山店 福島県
79 岩瀬書店　八木田店 福島県
80 スーパーブックス　新白河店 福島県
81 バンダレコード　イオン福島店 福島県
82 バンダレコード　福島⻄道路店 福島県
83 宮脇書店　大⽟店 福島県
84 ヤマニ書房　イオンいわき店 福島県
85 吉郡電器商会 福島県
86 エディオン  ⻘葉台東急スクエア店 東京都
87 紀伊國屋書店 大手町ビル店 東京都
88 紀伊國屋書店 新宿本店 東京都
89 銀座山野楽器 イオンモール東久留⽶店 東京都
90 銀座山野楽器 小田急新宿店 東京都
91 銀座山野楽器 新百合ヶ丘エルミロード店 東京都
92 銀座山野楽器 成城コルティ店 東京都
93 銀座山野楽器 ⻄武池袋店 東京都
94 銀座山野楽器 セレオ八王子店 東京都
95 銀座山野楽器 調布パルコ店 東京都
96 銀座山野楽器 府中フォーリス店 東京都
97 銀座山野楽器 本店１F邦楽フロア 東京都
98 五番街  東武プラザ店 東京都
99 コーチャンフォー若葉台店 東京都

東北



100 スーパーブックス　竹ノ塚駅前店 東京都
101 ディスクユニオン　お茶の⽔駅前店 東京都
102 バンダレコード イオン板橋店 東京都
103 バンダレコードＬＩＶＩＮ田無店 東京都
104 ⽂教堂王子神谷店 東京都
105 ㈱ヨドバシカメラ  ＭＭ  ＡＫＩＢＡ 東京都
106 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　⾦沢八景店 神奈川県
107 勝木書店ＫａＢｏＳ宮前平店 神奈川県
108 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
109 銀座山野楽器 そごう横浜店 神奈川県
110 銀座山野楽器 たまプラーザ  テラス店 神奈川県
111 銀座山野楽器 辻堂店 神奈川県
112 銀座山野楽器 平塚ラスカ店 神奈川県
113 銀座山野楽器 本厚木ミロード店 神奈川県
114 銀座山野楽器 ミウィ橋本店 神奈川県
115 じょいふるミュージック 神奈川県
116 バンダレコード　イオン茅ヶ崎店 神奈川県
117 バンダレコード　ららぽーと海⽼名店 神奈川県
118 バンダレコード　ららぽーと湘南平塚店 神奈川県
119 ⽂教堂　Ｒ４１２店 神奈川県
120 ⽂教堂大船モール店 神奈川県
121 ⽂教堂中央林間とうきゅう 神奈川県
122 ヤジマレコード本店  サニーズミュージック 神奈川県
123 ㈱ヨドバシカメラ  ＭＭ川崎ルフロン４Ｆ 神奈川県
124 ㈱ヨドバシカメラ  ＭＭ横浜６Ｆ 神奈川県
125 紀伊國屋書店 さいたま新都心店 埼⽟県
126 銀座山野楽器 イオンモール北⼾田店 埼⽟県
127 銀座山野楽器 そごう大宮店 埼⽟県
128 銀座山野楽器 そごう川口店 埼⽟県
129 銀座山野楽器 丸広上尾店 埼⽟県
130 銀座山野楽器 丸広川越店 埼⽟県
131 銀座山野楽器 ららぽーと新三郷店 埼⽟県
132 バンダレコード　イオン大井店 埼⽟県
133 バンダレコード　新所沢パルコ店 埼⽟県
134 バンダレコード　ステラタウン大宮店 埼⽟県
135 バンダレコード　所沢本店 埼⽟県
136 バンダレコード　本川越ペペ店 埼⽟県
137 ⽂教堂三郷 埼⽟県
138 ＭＵＳＩＣ　ＭＥＤＩＡ菖蒲店 埼⽟県
139 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ川越店 埼⽟県
140 オークスブックセンター南柏店プラスゲオ 千葉県
141 紀伊國屋書店 流山おおたかの森店 千葉県
142 銀座山野楽器 新浦安店 千葉県
143 銀座山野楽器 そごう千葉店 千葉県
144 ときわ書房　本八幡スクエア店 千葉県
145 ⽂教堂茂原店 千葉県
146 ⽂教堂　ユーカリが丘店 千葉県
147 ムジカ・ダ・カーポ　八千代台店 千葉県
148 ＡＣＡＤＥＭＩＡイーアスつくば店 茨城県
149 バンダレコード イオンモールつくば店 茨城県
150 バンダレコード　イオンモール土浦店 茨城県

関東



151 リサイクルブック　買取王　鉾田店 茨城県
152 くまざわ書店　宇都宮店 栃木県
153 紀伊國屋書店 前橋店 群馬県
154 ブックスＫＡＴＯＨ都留店 山梨県
155 笠原書店　本店 ⻑野県
156 笠原書店　レイクウォーク店 ⻑野県
157 平安堂あづみ野店 ⻑野県
158 平安堂飯田店 ⻑野県
159 平安堂伊那店 ⻑野県
160 平安堂上田しおだ野店 ⻑野県
161 平安堂川中島店 ⻑野県
162 平安堂座光寺店 ⻑野県
163 平安堂更埴店 ⻑野県
164 平安堂塩尻店 ⻑野県
165 平安堂諏訪店 ⻑野県
166 平安堂東和田店 ⻑野県
167 平安堂若槻店 ⻑野県
168 ライオン堂 ⻑野県
169 紀伊國屋書店 新潟店 新潟県
170 ＳＯＵＮＤ　ニシワキ 新潟県
171 Joshinディスクピア⻑岡店　　　　 新潟県
172 宮脇書店　⾒附店 新潟県
173 紀伊國屋書店 富山店 富山県
174 Joshinディスクピア富山本店 富山県
175 ＢＯＯＫＳなかだ　魚津店 富山県
176 ＢＯＯＫＳなかだ　大沢野店 富山県
177 ＢＯＯＫＳなかだ　北の森店 富山県
178 ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店 富山県
179 ミュージックファクトリー　ペグ 富山県
180 未来屋書店　となみ店 富山県
181 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　御経塚店 石川県
182 勝木書店ＫａＢｏＳ大桑店 石川県
183 勝木書店ＫａＢｏＳ上荒屋店 石川県
184 きくざわ書店アルプラザ⿅島店 石川県
185 ＫＣ　 石川県
186 ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店 石川県
187 ＢＯＯＫＳなかだ　小松大領店 石川県
188 北国書林Ｖサウンド松任店 石川県
189 紀伊國屋書店 福井店 福井県
190 勝木書店ＫａＢｏＳ大野店 福井県
191 勝木書店ＫａＢｏＳワイプラザ店 福井県
192 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ大和田店 福井県
193 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ鯖江店 福井県
194 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ新二の宮店 福井県
195 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ敦賀店 福井県
196 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳワッセ店 福井県
197 平和書店　アル・プラザ鯖江店 福井県
198 平和書店アル・プラザ敦賀店 福井県
199 愛曲楽器  アピタ大口店 愛知県
200 あおい書店　豊川店 愛知県
201 アビイロード 愛知県

甲信越

北陸



202 イケヤ  イオン小牧店 愛知県
203 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　常滑店 愛知県
204 音楽堂  栄地下店 愛知県
205 紀伊國屋書店 名古屋空港店 愛知県
206 ＧＲＯＳ　ＲＥＣＯＲＤ　豊橋南店 愛知県
207 サンアイドウ下町店 愛知県
208 ＤＩＳＣ　ＷＡＶＥ江南店 愛知県
209 豊川堂　プリオ豊川店 愛知県
210 バンダレコード　イオンモール新瑞橋店 愛知県
211 バンダレコード　イオンモール名古屋茶屋店 愛知県
212 フタバ図書ＴＥＲＡワンダーシティ店 愛知県
213 ⽂化堂楽器　パレ店 愛知県
214 本の王国安城店 愛知県
215 本の王国刈谷店 愛知県
216 本の王国高蔵寺店 愛知県
217 本の王国知多店 愛知県
218 本の王国豊田吉原店 愛知県
219 本のメグリア三好店 愛知県
220 宮脇書店　刈谷店 愛知県
221 ミュージックショップ　リバー 愛知県
222 イケヤ  アピタ掛川店 静岡県
223 イケヤ  イオンモール浜松志都呂店 静岡県
224 イケヤ  高林店 静岡県
225 イケヤ  沼津イシバシプラザ店 静岡県
226 イケヤ  プレ葉ウォーク浜北店 静岡県
227 イケヤ⽂楽館　湖⻄店 静岡県
228 イケヤ⽂楽館　高丘店 静岡県
229 イケヤ  ＭＡＲＫ  ＩＳ  静岡店 静岡県
230 大垣書店イオンモール富士宮店 静岡県
231 本の王国雄踏店 静岡県
232 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大垣南店 岐阜県
233 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　岐阜店 岐阜県
234 こみかるはうす可児店 岐阜県
235 こみかるはうす関店 岐阜県
236 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡノースウエスト店 岐阜県
237 ＭＥＤＩＡ中津川店 岐阜県
238 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　東員店 三重県
239 TSUTAYA WAY久居店 三重県
240 TSUTAYA WAY松阪学園前店 三重県
241 ハーミットクラブ　イオン津店 三重県
242 本の王国⽂化センター前店 三重県
243 宮脇書店　久居店 三重県
244 宮脇書店　明和店 三重県
245 大垣書店　⼀⾥山店 滋賀県
246 サンミュージック　近江八幡店 滋賀県
247 サンミュージック　⻑浜店 滋賀県
248 サンミュージック　守山店 滋賀県
249 ＪＥＵＧＩＡ  草津Ａ・ＳＱＵＡＲＥ店 滋賀県
250 Joshin草津店　　　　 滋賀県
251 ハイパーブックス　かがやき通り店 滋賀県
252 ハイパーブックス　駒井沢店 滋賀県

東海



253 ハイパーブックス　⻑浜店 滋賀県
254 ハイパーブックス　彦根店 滋賀県
255 ハイパーブックス　八日市店 滋賀県
256 平和書店アル・プラザ栗東店 滋賀県
257 平和書店　坂本店 滋賀県
258 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡあどがわ店 滋賀県
259 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ大津南郷店 滋賀県
260 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ堅田店 滋賀県
261 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ守山店 滋賀県
262 平和書店　彦根店 滋賀県
263 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　高の原店 京都府
264 大垣書店イオンモール京都店 京都府
265 大垣書店イオンモール京都桂川店 京都府
266 大垣書店イオンモール京都五条店 京都府
267 大垣書店　⻲岡店 京都府
268 大垣書店　京都ファミリー店 京都府
269 大垣書店　高島屋店 京都府
270 大垣書店　醍醐店 京都府
271 大垣書店　二条駅店 京都府
272 大垣書店ビブレ店 京都府
273 ＪＥＵＧＩＡ  イオンモール久御山店 京都府
274 ＪＥＵＧＩＡ  三条本店 京都府
275 Joshinディスクピア京都１ばん館　　　　　　　　 京都府
276 ブックパル大垣書店　六地蔵店 京都府
277 平和書店アル・プラザ宇治東店 京都府
278 平和書店アル・プラザ京田辺店 京都府
279 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大和郡山店 奈良県
280 啓林堂書店　奈良店 奈良県
281 Joshinディスクピア郡山店　　　　 奈良県
282 Joshin奈良店　　　　　 奈良県
283 TSUTAYA WAY御所店 奈良県
284 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ岩出店 和歌山県
285 TSUTAYA WAYオークワ本社店 和歌山県
286 TSUTAYA WAYオーシティ前 田辺店 和歌山県
287 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店 和歌山県
288 TSUTAYA WAY橋本店 和歌山県
289 ミヤコ  イオンモール和歌山店 和歌山県
290 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　堺鉄砲町店 大阪府
291 大垣書店　豊中緑丘店 大阪府
292 紀伊國屋書店 梅田本店 大阪府
293 紀伊國屋書店 グランフロント大阪店 大阪府
294 銀座山野楽器 イオンモール鶴⾒緑地店 大阪府
295 銀座山野楽器 八尾⻄武店 大阪府
296 サウンド　デューク 大阪府
297 ＪＥＵＧＩＡ  イオンモール茨木店 大阪府
298 ＪＥＵＧＩＡ  上本町近鉄店 大阪府
299 Joshinディスクピア岸和田店 大阪府
300 ディスクピア  日本橋店 大阪府
301 天牛堺書店　堺東高島屋店 大阪府
302 平和書店　アル・プラザ茨木店 大阪府
303 平和書店アル・プラザ⾹⾥園店 大阪府

近畿



304 平和書店アル・プラザ枚⽅店 大阪府
305 マルゼン楽器  サンピア店 大阪府
306 ⽔嶋書房 泉大津店 大阪府
307 ミヤコ  アリオ鳳店 大阪府
308 ミヤコ  イオンモール大日店 大阪府
309 宮脇書店　泉佐野店 大阪府
310 ㈱ヨドバシカメラ  ＭＭ梅田３Ｆ 大阪府
311 ＡＬＡＮＮ新三木店 兵庫県
312 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　赤穂店 兵庫県
313 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　猪名川店 兵庫県
314 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　加古川店 兵庫県
315 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　甲子園店 兵庫県
316 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　三田店 兵庫県
317 大垣書店　神⼾ハーバーランドｕｍｉｅ店 兵庫県
318 紀伊國屋書店 加古川店 兵庫県
319 Ｇｒｏｏｖｙ　Ｓｉｔｅ　小野サティ店　　 兵庫県
320 大蓄  ⻄神店 兵庫県
321 知恵蔵書店兵庫店 兵庫県
322 ブックス　コスモ　三木店 兵庫県
323 ミヤコ  イオンモール伊丹昆陽店 兵庫県
324 宮脇書店　イオン洲本店 兵庫県
325 紀伊國屋書店 徳島店 徳島県
326 紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店 徳島県
327 平惣　川内店 徳島県
328 平惣レコード　徳島店 徳島県
329 ブックスジュピター 徳島県
330 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　綾川店 ⾹川県
331 紀伊國屋書店 高松店 ⾹川県
332 紀伊國屋書店 丸⻲店 ⾹川県
333 デュークショップ  高松店 ⾹川県
334 宮脇書店　イオン高松店 ⾹川県
335 宮脇書店　寒川店 ⾹川県
336 宮脇書店　三豊店 ⾹川県
337 宮脇書店　綾南店 ⾹川県
338 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　今治新都市店 愛媛県
339 デュークショップ  松山店 愛媛県
340 明屋書店石井店 愛媛県
341 明屋書店大洲店 愛媛県
342 明屋書店川之江店 愛媛県
343 明屋書店川東店 愛媛県
344 明屋書店喜田村店 愛媛県
345 明屋書店空港通り店 愛媛県
346 明屋書店東予店 愛媛県
347 明屋書店平井店 愛媛県
348 明屋書店広⾒店 愛媛県
349 明屋書店松前店 愛媛県
350 明屋書店南宇和店 愛媛県
351 明屋書店ＭＥＧＡ⻄の土居店 愛媛県
352 明屋書店ＭＥＧＡ平田店 愛媛県
353 明屋書店八幡浜店 愛媛県
354 まるいレコード店 愛媛県

四国



355 宮脇書店　宇和島店 愛媛県
356 宮脇書店　新大洲店 愛媛県
357 デュークショップ  高知店 高知県
358 紀伊國屋書店 クレド岡山店 岡山県
359 フタバ図書ＭＥＧＡ岡山⻘江店 岡山県
360 ブックセンターコスモ津山店 岡山県
361 宮脇書店　岡山本店 岡山県
362 宮脇書店　鴨⽅店 岡山県
363 宮脇書店　連島店 岡山県
364 宮脇書店　Books Freeway新⾒店 岡山県
365 エディオン  広島本店 広島県
366 啓⽂社イオン三原店 広島県
367 啓⽂社コア春日店 広島県
368 フタバ図書Λｌｔｉアルパーク店 広島県
369 フタバ図書Λｌｔｉ福山本店 広島県
370 フタバ図書大竹店 広島県
371 フタバ図書海田店 広島県
372 フタバ図書ＧＩＧＡ宇品店 広島県
373 フタバ図書ＧＩＧＡ五日市店 広島県
374 フタバ図書ＧＩＧＡ上安店 広島県
375 フタバ図書ＧＩＧＡ祗園店 広島県
376 フタバ図書ＧＩＧＡ呉駅レクレ店 広島県
377 フタバ図書ＧＩＧＡ高陽店 広島県
378 フタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店 広島県
379 フタバ図書ＧＩＧＡ本通り店 広島県
380 フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店 広島県
381 フタバ図書広店 広島県
382 フタバ図書広大前店 広島県
383 フタバ図書三次店 広島県
384 フタバ図書ＭＥＧＡ祇園中筋店 広島県
385 フタバ図書ラフォーレ店 広島県
386 ブックセンタージャスト　庄原店 広島県
387 今井書店　湖山メディア館 鳥取県
388 STUDIO WONDERイオンモール日吉津店 鳥取県
389 ブックセンターコスモ岩吉店 鳥取県
390 ブックセンターコスモ吉⽅店 鳥取県
391 本の学校メディア館 鳥取県
392 宮脇書店　鳥取北店 鳥取県
393 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　出雲店 島根県
394 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER 島根県
395 STUDIO WONDER　イオン松江店 島根県
396 STUDIO WONDER　ゆめタウン出雲店 島根県
397 ブックセンターコスモ出雲店 島根県
398 ブックセンタージャスト　高津店 島根県
399 ブックセンタージャスト　浜田店 島根県
400 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　周南店 山口県
401 明屋書店厚狭店 山口県
402 明屋書店萩店 山口県
403 明屋書店光店 山口県
404 明屋書店ＭＥＧＡ大内店 山口県
405 明屋書店ＭＥＧＡ新下関店 山口県

中国



406 フタバ図書ＧＩＧＡフレスタモール岩国店 山口県
407 宮脇書店　ゆめシティ店 山口県
408 ＡʼＢＯＯＫイオン穂波店 福岡県
409 Ｓ－ＰＡＬ遠賀白石書店 福岡県
410 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　小倉駅前店 福岡県
411 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　八幡東店 福岡県
412 明屋書店伊加利店 福岡県
413 明屋書店豊前店 福岡県
414 明屋書店⾏橋⾏事店 福岡県
415 福岡⾦⽂堂⾏橋店 福岡県
416 フタバ図書ＧＩＧＡ福岡春日店 福岡県
417 フタバ図書ＴＥＲＡ福岡東店 福岡県
418 明林堂書店　イオン徳⼒店 福岡県
419 明林堂書店　ゆめマートうきは店 福岡県
420 明林堂書店　ゆめタウン八⼥店 福岡県
421 ヨシダ楽器  イオン福岡伊都店 福岡県
422 紀伊國屋書店 大分店 大分県
423 明屋書店宇佐店 大分県
424 明屋書店高城店 大分県
425 明屋書店中津本店 大分県
426 明屋書店日田店 大分県
427 明林堂書店　⻘山店 大分県
428 明林堂書店　大分本店 大分県
429 明林堂書店　高城店 大分県
430 明林堂書店　トキハ佐伯店 大分県
431 明林堂書店　日出店 大分県
432 明林堂書店　ゆめタウン中津店 大分県
433 明林堂書店　ゆめタウン別府店 大分県
434 明屋書店サンロード熊本店 熊本県
435 ＢＯＯＫＳあんとく荒尾店 熊本県
436 ブックスミスミ　人吉店 熊本県
437 ムラヤマレコード 熊本県
438 明林堂書店　サンピアン店 熊本県
439 明林堂書店　⻑嶺店 熊本県
440 明林堂書店　ゆめタウンあらお店 熊本県
441 紀伊國屋書店 佐賀店 佐賀県
442 明林堂書店　唐津店 佐賀県
443 明林堂書店　ゆめタウン武雄店 佐賀県
444 田中書店イオンモールミエル都城駅前店 宮崎県
445 ＴＳＵＴＡＹＡ　都城店 宮崎県
446 明林堂書店　イオンタウン日向店 宮崎県
447 明林堂書店　小林店 宮崎県
448 紀伊國屋書店 ⿅児島店 ⿅児島県
449 クッキー明屋書店川内店 ⿅児島県
450 十字屋  ＣＲＯＳＳ ⿅児島県
451 ブックスミスミ　オプシア ⿅児島県
452 ブックスミスミ　加治木バイパス店 ⿅児島県
453 ブックスミスミ　⿅屋店 ⿅児島県
454 ブックスミスミ　七ツ島店 ⿅児島県
455 ブックセンターリリーズ国分店 ⿅児島県
456 宮脇書店　経塚シティ店 沖縄県

九州・沖縄



457 宮脇書店　大山店 沖縄県
458 宮脇書店　イオン名護店 沖縄県
459 宮脇書店　イオン南風原店 沖縄県


