
■サポート店特典：オリジナルステッカー対象店舗
店名 都道府県名

コーチャンフォー　新川通り店 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

吉崎レコード　楽器店 北海道

コーチャンフォー　釧路店 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　美しが丘店 北海道

We'sイオンモール旭川西店 北海道

ＨＭＶ　札幌ステラプレイス 北海道

玉光堂　四丁目店 北海道

玉光堂　帯広イトーヨーカドー店 北海道

ＨＭＶ　イオンモールつがる柏 青森県

新星堂　八戸ニュータウン店 青森県

エムズエクスポ盛岡店 岩手県

ＭＯＲＩＯＫＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 岩手県

ＨＭＶ　仙台EBeanS 宮城県

銀座山野楽器 仙台店 宮城県

細川蓄音機店 秋田県

ＨＭＶ　イオンモール秋田 秋田県

昌和商事　ミュージック昭和 山形県

新星堂　鶴岡店 山形県

ＴＥＮＤＯ八文字屋 山形県

八文字屋北店 山形県

八文字屋鶴岡店 山形県

モリタミュージック 福島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　桑野店 福島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　会津アピオ店 福島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　福島南店 福島県

バンダレコード　福島西道路店 福島県

ＨＭＶ　イオンモール水戸内原 茨城県

新星堂　水戸店 茨城県

ＨＭＶ　イトーヨーカドー宇都宮 栃木県

ＨＭＶ　イオンモール高崎 群馬県

ＨＭＶ　イオンモール太田 群馬県

紀伊國屋書店前橋店 群馬県

ＨＭＶ　大宮アルシェ 埼玉県

ＨＭＶ　イオンモール川口前川 埼玉県

ＨＭＶ　イオンモール春日部 埼玉県

ＨＭＶ　イオンモール与野 埼玉県

ＨＭＶ　イオンモール浦和美園 埼玉県

ＨＭＶ　ららぽーと富士見 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

グリーンブック　秩父店 埼玉県

銀座山野楽器 丸広上尾店 埼玉県

銀座山野楽器 そごう川口店 埼玉県

銀座山野楽器 丸広川越店 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　本川越ペペ店 埼玉県

ＨＭＶ　イオンモール千葉ニュータウン 千葉県

ＨＭＶ　イオンモール成田 千葉県

ＨＭＶ　イオンモール八千代緑が丘 千葉県

ＴＳＵＴＡＹＡ　松戸駅前店 千葉県

銀座山野楽器 そごう千葉店 千葉県

コーチャンフォー　若葉台店 東京都

ＨＭＶ　エソラ池袋 東京都



ＨＭＶ　ルミネエスト新宿 東京都

ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　SHIBUYA 東京都

ＨＭＶ　ららぽーと豊洲 東京都

ＨＭＶ　イオンモールむさし村山 東京都

ＨＭＶ　立川 東京都

新星堂　阿佐ヶ谷店 東京都

新星堂　アトレ吉祥寺店 東京都

新星堂　武蔵境ヨーカドー店 東京都

新星堂　葛西ヨーカドー店 東京都

新星堂　ルミネ立川店 東京都

ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 東京都

ＨＭＶ　ラゾーナ川崎 神奈川県

ＨＭＶ　ららぽーと横浜 神奈川県

新星堂　横浜ジョイナス店 神奈川県

新星堂　海老名店 神奈川県

新星堂　上大岡店 神奈川県

新星堂　アピタ長津田店 神奈川県

新星堂　立場ヨーカドー店 神奈川県

新星堂　小田原ダイナシティ店 神奈川県

ＴＳＵＴＡＹＡ　Ｌａ　ｖｉｓｔａ新杉田店 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 そごう横浜店 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 たまプラーザ テラス店 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

バンダレコード　ららぽーと湘南平塚店 神奈川県

蔦屋書店　長岡古正寺店 新潟県

ＴＳＵＴＡＹＡ　上越インター店 新潟県

紀伊國屋書店新潟店 新潟県

サウンドニシワキ 新潟県

ＨＭＶ　イオンモール高岡 富山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　富山豊田店 富山県

新星堂　アピタ松任店 石川県

ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店 石川県

玉光堂　セレオ甲府店 山梨県

バンダレコード　ライオン堂高宮店 長野県

平安堂長野店 長野県

ＨＭＶ　イオンモール各務原 岐阜県

ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店 岐阜県

イケヤ　ＭＡＲＫ　ＩＳ　静岡店 静岡県

イケヤ　イオンモール浜松志都呂店 静岡県

イケヤ　プレ葉ウォーク浜北店 静岡県

ＨＭＶ　イオンモール浜松市野 静岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店 静岡県

イケヤ　イオン小牧店 愛知県

ＨＭＶ　栄 愛知県

ＨＭＶ　イオンモール木曽川 愛知県

ＨＭＶ　イオンモール扶桑 愛知県

ＨＭＶ　イオンモールナゴヤドーム前 愛知県

ＨＭＶ　イオンモール熱田 愛知県

ＨＭＶ　イオンモール岡崎 愛知県

新星堂　セントラルパーク店 愛知県

新星堂　名古屋店 愛知県

新星堂 mozo ワンダーシティ店 愛知県

新星堂　アピタ長久手店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店 愛知県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店 三重県

ＪＥＵＧＩＡ　草津Ａ・ＳＱＵＡＲＥ店 滋賀県



ＨＭＶ　洛北阪急スクエア 京都府

ディスクピア　日本橋店 大阪府

ミヤコ　イオンモール大日店 大阪府

ＨＭＶ　グランフロント大阪 大阪府

ＨＭＶ　ららぽーと和泉 大阪府

ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＨＩＮＳＡＩＢＡＳＨＩ 大阪府

新星堂　天王寺ミオ店 大阪府

新星堂　難波店 大阪府

新星堂　京橋店 大阪府

ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店 大阪府

枚方　蔦屋書店 大阪府

ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 大阪府

ＨＭＶ　三宮 兵庫県

ＨＭＶ　阪急西宮ガーデンズ 兵庫県

ＨＭＶ　イオンモール伊丹 兵庫県

新星堂　明石ヨーカドー店 兵庫県

ＴＳＵＴＡＹＡ　三宮店 兵庫県

ＴＳＵＴＡＹＡ　角盤町店 鳥取県

ＴＳＵＴＡＹＡ　倉吉店 鳥取県

ＴＳＵＴＡＹＡ　出雲店 島根県

ＨＭＶ　イオンモール岡山 岡山県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ノースランド店 岡山県

フタバ図書　サウンドＭＥＧＡ中筋店 広島県

フタバ図書　広大前店 広島県

フタバ図書　ＴＥＲＡ広島府中店 広島県

紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店 徳島県

デュークショップ　高松店 香川県

ＴＳＵＴＡＹＡ　高松サンシャイン通り店 香川県

デュークショップ　松山店 愛媛県

ＨＭＶ　イオンモール高知 高知県

ミュージックプラザインドウ 福岡県

フタバ図書　ＴＥＲＡイオンモール福岡店 福岡県

ＨＭＶ　イオンモール福津 福岡県

ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　HAKATA 福岡県

ＨＭＶ　イオンモール直方 福岡県

蔦屋書店　イオンモール筑紫野 福岡県

ＴＳＵＴＡＹＡ　広田店 長崎県

ムラヤマレコード　宇土シティモール店 熊本県

新星堂　ゆめタウン光の森店 熊本県

新星堂　ゆめタウン八代店 熊本県

蔦屋書店　熊本三年坂 熊本県

蔦屋書店　嘉島 熊本県

ＨＭＶ　パークプレイス大分 大分県

新星堂　イオンモール宮崎店 宮崎県

サウンドボックス ミツトモ 沖縄県

ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＯＫＩＮＡＷＡ 沖縄県

ぐるぐる王国 オンラインショップ

ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ｏｎｌｉｎｅ オンラインショップ

TSUTAYA　オンラインショッピング オンラインショップ

ネオウィング オンラインショップ


