
■サポート店一覧　(特典ステッカーcolor：　RED)

都道府県 店名

北海道 コーチャンフォー　北見店

北海道 コーチャンフォーミュンヘン大橋店

北海道 コーチャンフォー　美しが丘店

北海道 コーチャンフォー　新川通り店

北海道 コーチャンフォー　旭川店

北海道 コーチャンフォー　釧路店

北海道 リラィアブルブックス　　根室店

北海道 ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＷＯＷ店

北海道 ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＭＥＧＡ ＭＡＣ店

青森県 新星堂　八戸ニュータウン店

青森県 成田本店　みなと高台店

岩手県 エムズエクスポ　盛岡店

岩手県 エムズレコード　桜台店

岩手県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　奥州水沢店 

岩手県 アメリカンウェーブ　北上店

宮城県 銀座山野楽器　仙台店

宮城県 新星堂　ザ・モール仙台長町店

山形県 新星堂　鶴岡店

山形県 新星堂　エスパル山形店

山形県 ＴＥＮＤＯ八文字屋

山形県 八文字屋北店

山形県 八文字屋長井店

福島県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　いわき鹿島店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店 

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店 

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたちなか店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　那珂店 

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　境Ｆｉｓｓ店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店 

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店 

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立田尻店 

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鎌ヶ谷店 

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店 

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　古河店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　北茨城店 

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高萩店 

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立中央店 

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　常陸大宮店 

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　竜ヶ崎店 

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　友部店 

茨城県 新星堂　水戸店

栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　足利店 



栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下野店

栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大田原店 

栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　真岡店 

栃木県 新星堂　イオン佐野新都市店

栃木県 新星堂　ララスクエア宇都宮店

群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高崎店 

群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　藤岡店

群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　館林店 

群馬県 紀伊國屋書店　前橋店

埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　本庄店 

埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店 

埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　旭店 

埼玉県 新星堂　熊谷店

埼玉県 新星堂　草加駅ビル店

埼玉県 新星堂　新越谷駅ビル店

埼玉県 新星堂　アリオ深谷店

埼玉県 紀伊國屋書店　さいたま新都心店

埼玉県 ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都心駅前

千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店 

千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東金店 

千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千葉ＮＴ店 

千葉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店 

千葉県 新星堂　イクスピアリ店

千葉県 新星堂　レスポック四街道店

千葉県 新星堂　イオンモール木更津店

千葉県 新星堂　ニッケコルトンプラザ店

千葉県 紀伊國屋書店流山おおたかの森店

千葉県 Ｍ．Ｓ．ＢＩＧ船橋店

千葉県 新星堂　カルチェ５柏店

東京都 コーチャンフォー　若葉台店

東京都 新星堂　Tea for Two R. 立川店

東京都 新星堂　昭島店

東京都 新星堂　赤羽ヨーカドー店

東京都 新星堂　東久留米店

東京都 新星堂　阿佐ヶ谷店

東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア Akiba

東京都 ヨドバシカメラ 新宿西口本店

東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア 錦糸町

東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア 吉祥寺

東京都 新星堂　国分寺駅ビル店

神奈川県 新星堂　上大岡店

神奈川県 新星堂　海老名店

神奈川県 新星堂　ショッパーズプラザ横須賀店

神奈川県 新星堂　小田原ダイナシティ店

神奈川県 新星堂　横浜ジョイナス店

神奈川県 新星堂　トレッサ横浜店



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　ミウィ橋本店

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　辻堂店

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 ヨドバシカメラ マルチメディア横浜

神奈川県 ヨドバシカメラ マルチメディア 川崎ルフロン

神奈川県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　金沢八景店

新潟県 紀伊國屋書店　新潟店

新潟県 Joshin長岡愛宕店

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　魚津店

富山県 紀伊國屋書店 富山店

富山県 サウス・ストリート

石川県 新星堂　アピタ松任店

石川県 ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店

福井県 紀伊國屋書店　福井店

福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ新二の宮店

山梨県 新星堂　ラザウォーク甲斐双葉店

山梨県 新星堂　甲府駅ビル店

山梨県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　甲府店

長野県 平安堂諏訪店

長野県 平安堂飯田店

長野県 平安堂伊那店

岐阜県 新星堂　カラフルタウン岐阜店

岐阜県 新星堂　アクアウォーク大垣店

岐阜県 新星堂　アピタ岐阜店

静岡県 新星堂　アピタ静岡店

静岡県 新星堂　三島店

静岡県 イケヤ文楽館　高丘店

愛知県 新星堂　名古屋店

愛知県 新星堂　アピタ長久手店

愛知県 新星堂　イオン八事店

愛知県 新星堂　リーフウォーク稲沢店

愛知県 新星堂　イオンモール名古屋みなと店

愛知県 新星堂　イオンタウン千種店

愛知県 本の王国刈谷店

愛知県 本の王国豊田吉原店

愛知県 本の王国安城店

三重県 新星堂　イオン桑名店

三重県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ  津南店

三重県 ヴィレッジヴァンガード　イオンモール四日市北

滋賀県 ＪＥＵＧＩＡ　草津Ａ・ＳＱＵＡＲＥ店

滋賀県 ハイパーブックス　彦根店

滋賀県 ハイパーブックス　八日市店



滋賀県 ハイパーブックス　かがやき通り店

滋賀県 Joshin草津店

京都府 ＪＥＵＧＩＡ　イオン久御山店

京都府 ヨドバシカメラ マルチメディア京都

京都府 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　高の原店

大阪府 ＪＥＵＧＩＡ　イオン茨木店

大阪府 ミヤコ　イオンモール大日店 

大阪府 ミヤコ　アリオ鳳店 

大阪府 ディスクピア　日本橋店 

大阪府 マルゼン楽器　本店 

大阪府 新星堂　京橋店

大阪府 新星堂　イオンモール四條畷店

大阪府 新星堂　難波店

大阪府 新星堂　天王寺ミオ店

大阪府 銀座山野楽器　イオンモール鶴見緑地店

大阪府 ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

大阪府 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　りんくう泉南店

大阪府 Joshin岸和田店

兵庫県 ミヤコ　イオンモール伊丹昆陽店

兵庫県 ダック 

兵庫県 新星堂　明石ヨーカドー店

兵庫県 新星堂　加古川店

兵庫県 TSUTAYA WAY 福崎店

奈良県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大和郡山店

奈良県 Joshin郡山店

奈良県 Joshin奈良店

和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹオーシティ前　田辺店

島根県 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER

島根県 STUDIO WONDERイオン松江店

広島県 フタバ図書　ソフトピア三次店 

広島県 紀伊國屋書店ゆめタウン廿日市店

山口県 新星堂　下関店

山口県 新星堂　宇部店

山口県 文榮堂　ヴィレッジヴォイス

徳島県 紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店

香川県 デュークショップ　高松店

愛媛県 デュークショップ　松山店 

愛媛県 明屋書店　石井店 

愛媛県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　新居浜店

福岡県 ヨシダ楽器　イオン福岡伊都店

福岡県 新星堂　小倉駅アミュプラザ店

福岡県 新星堂　サンリブシティ小倉店

福岡県 新星堂　キャナルシティ博多店

福岡県 ブックセンタークエスト 小倉本店

福岡県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　八幡東店

福岡県 紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店



福岡県 Ａ’ＢＯＯＫイオン穂波店

熊本県 新星堂　ゆめタウン光の森店

宮崎県 新星堂　イオンモール宮崎店

鹿児島県 ブックスミスミ　オプシア

EC ぐるぐる王国

EC 楽天ブックス

EC セブンネットショッピング

EC ネオウィング


