
◆10/21発売　高橋優『PERSONALITY』サポート店特典対象ショップリスト　(1/2)

コーチャンフォー　美しが丘店 北海道 アサヒ楽器店 秋田県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　館林店 群馬県 スーパーブックス　新柏店 千葉県 久美堂　伊勢原店 神奈川県

コーチャンフォー　釧路店 北海道 美音社 秋田県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富岡店 群馬県 スーパーブックス　都賀店 千葉県 紀伊國屋書店横浜店 神奈川県

コーチャンフォー　北見店 北海道 ブックイン１０５ 秋田県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊勢崎店 群馬県 スーパーブックス　川間店 千葉県 勝木書店ＫａＢｏＳ宮前平店 神奈川県

コーチャンフォー　旭川店 北海道 ＷＯＯＤＹ　ＦＯＲＥＳＴ 秋田県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高崎店 群馬県 コーチャンフォー　若葉台店 東京都 未来屋書店　大和店 神奈川県

コーチャンフォー　新川通り店 北海道 スクラム　大館店 秋田県 紀伊國屋書店前橋店 群馬県 ㈱五番街　東武プラザ店 東京都 くまざわ書店　久里浜店 神奈川県

コーチャンフォーミュンヘン大橋店 北海道 スーパーブックス　八橋店 秋田県 文真堂書店　新井店 群馬県 新星堂　アトレ吉祥寺店 東京都 くまざわ書店　横須賀店 神奈川県

リラィアブルブックス　　根室店 北海道 宮脇書店　イオン秋田中央店 秋田県 文真堂書店　片貝店 群馬県 新星堂　ルミネ立川店 東京都 紀伊國屋書店新潟店 新潟県

吉崎レコード　楽器店 北海道 昌和商事　ミュージック昭和 山形県 文真堂書店　相生店 群馬県 新星堂　武蔵境ヨーカドー店 東京都 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　TSUTAYA　巻店 新潟県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　苫小牧店 北海道 新星堂　鶴岡店 山形県 文真堂書店　大間々店 群馬県 新星堂　葛西ヨーカドー店 東京都 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　TSUTAYA 　吉田店 新潟県

玉光堂　パセオ店 北海道 バンダレコード　イオン東根店 山形県 文真堂書店　原町店 群馬県 新星堂　アルカキット錦糸町店 東京都 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　TSUTAYA 　分水店 新潟県

玉光堂　四丁目店 北海道 名曲堂 山形県 文真堂書店　上原店 群馬県 新星堂　阿佐ヶ谷店 東京都 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　TSUTAYA 　上越ウィング店 新潟県

玉光堂　イオン帯広店 北海道 こまつ書店　寿町本店 山形県 TIME CLIP　渋川中央店 群馬県 新星堂　東大和ヨーカドー店 東京都 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　TSUTAYA 　水原南店 新潟県

玉光堂　イオン江別店 北海道 こまつ書店　堀川町店 山形県 文真堂書店　倉賀野店 群馬県 新星堂　昭島店 東京都 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　TSUTAYA 　五泉店 新潟県

玉光堂　イオンモール札幌発寒店 北海道 未来屋書店　山形南店 山形県 新星堂　新越谷駅ビル店 埼玉県 新星堂　サンシャインシティ アルタ店 東京都 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　TSUTAYA 　三条四日町店 新潟県

玉光堂　イオン釧路店 北海道 未来屋書店　天童店 山形県 新星堂　アリオ深谷店 埼玉県 紀伊國屋書店　新宿本店 東京都 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　TSUTAYA 　見附国道店 新潟県

玉光堂　小樽本店 北海道 宮脇書店　ヨークタウン成沢店 山形県 新星堂　草加駅ビル店 埼玉県 バンダレコードイトーヨーカドー赤羽店 東京都 Joshin長岡愛宕店 新潟県

玉光堂カテプリ店 北海道 モリタミュージック 福島県 新星堂　熊谷店 埼玉県 バンダレコード　イオン板橋店 東京都 宮脇書店　小千谷店 新潟県

玉光堂　帯広イトーヨーカドー店 北海道 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　いわき鹿島店 福島県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　本庄店 埼玉県 バンダレコード　ＬＩＶＩＮ田無店 東京都 宮脇書店　見附店 新潟県

玉光堂　イオンモール旭川駅前店 北海道 バンダレコード　福島西道路店 福島県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　入間店 埼玉県 山野楽器 銀座本店(4Ｆ) 東京都 サウンドエース 新潟県

玉光堂　イオン千歳店 北海道 バンダレコード　イオン福島店 福島県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　越谷店 埼玉県 銀座山野楽器 調布パルコ店 東京都 紀伊國屋書店富山店 富山県

玉光堂　イオン岩見沢店 北海道 スーパーブックス　新白河店 福島県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　三郷店 埼玉県 銀座山野楽器 府中フォーリス店 東京都 ＢＯＯＫＳなかだ　魚津店 富山県

玉光堂　イオンモール釧路昭和店 北海道 ヤマニ書房　イオンいわき店 福島県 バンダレコード　新所沢パルコ店 埼玉県 銀座山野楽器 セレオ八王子店 東京都 ＢＯＯＫＳなかだ　婦中店 富山県

玉光堂　イオン北見店 北海道 岩瀬書店　八木田店プラスゲオ 福島県 バンダレコードららぽーと新三郷店 埼玉県 銀座山野楽器 西武池袋店 東京都 トオンミュージック　ファボーレ店 富山県

玉光堂　棒二森屋店 北海道 岩瀬書店　富久山店プラスゲオ 福島県 バンダレコード　本川越ペペ店 埼玉県 銀座山野楽器 成城コルティ店 東京都 ＢＯＯＫＳなかだ　大沢野店 富山県

ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＭＥＧＡ ＭＡＣ店 北海道 新星堂　水戸店 茨城県 バンダレコード　ステラタウン大宮店 埼玉県 銀座山野楽器 小田急新宿店 東京都 Joshin富山本店 富山県

ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＷＯＷ店 北海道 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千代田店 茨城県 銀座山野楽器 イオンモール北戸田店 埼玉県 銀座山野楽器 イオンモール東久留米店 東京都 Ｊｏｓｈｉｎ立山店 富山県

紀伊國屋書店札幌本店 北海道 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鉾田店 茨城県 銀座山野楽器 丸広川越店 埼玉県 ヨドバシカメラ マルチメディア Akiba 東京都 ミヤコ 石川県

フナヤマ本店 北海道 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　江戸崎店 茨城県 銀座山野楽器 そごう大宮店 埼玉県 ヨドバシカメラ 新宿西口本店 東京都 新星堂　アピタ松任店 石川県

音楽処　　　　　　　　　　　　 北海道 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立中央店 茨城県 銀座山野楽器 そごう川口店 埼玉県 前田楽器店 東京都 ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店 石川県

スーパーブックス　桔梗店 北海道 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　石岡店 茨城県 銀座山野楽器 ワルツ所沢店 埼玉県 詩音堂 東京都 北国書林Ｖサウンド　アルプラザ金沢店 石川県

中尾書店 北海道 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたち野うしく店 茨城県 銀座山野楽器 丸広入間店 埼玉県 新星堂　国分寺駅ビル店 東京都 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ津幡店 石川県

留萌ブックセンター 北海道 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　常陸大宮店 茨城県 アットマークジュエリー 埼玉県 くまざわ書店　ＩＹ大森店 東京都 紀伊國屋書店福井店 福井県

新星堂　八戸ニュータウン店 青森県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店 茨城県 紀伊國屋書店さいたま新都心店 埼玉県 スーパーブックス　竹ノ塚駅前店 東京都 平和書店　アル・プラザ鯖江店 福井県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　十和田店 青森県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　古河店 茨城県 ＭＵＳＩＣ　ＭＥＤＩＡ　菖蒲店 埼玉県 ブックスオオトリ四つ木メディア店 東京都 平和書店アル・プラザ敦賀店 福井県

バンダレコード　さくら野弘前店 青森県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　日立田尻店 茨城県 文真堂書店　北越谷店 埼玉県 エディオン　青葉台東急スクエア店 神奈川県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ敦賀店 福井県

フォーユー　八食店 青森県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　石下店 茨城県 文真堂書店　幸手店 埼玉県 新星堂　上大岡店 神奈川県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳワッセ店 福井県

未来屋書店　八戸店 青森県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　境Ｆｉｓｓ店 茨城県 新星堂　ニッケコルトンプラザ店 千葉県 新星堂　横浜ジョイナス店 神奈川県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ新二の宮店 福井県

エムズエクスポ盛岡店 岩手県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　ひたちなか店 茨城県 新星堂　船橋ヨーカドー店 千葉県 新星堂　海老名店 神奈川県 新星堂　ラザウォーク甲斐双葉店 山梨県

村定楽器店 岩手県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　那珂店 茨城県 新星堂　イクスピアリ店 千葉県 新星堂　小田原ダイナシティ店 神奈川県 玉光堂　セレオ甲府店 山梨県

ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　奥州水沢店 岩手県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　友部店 茨城県 新星堂　イオンおゆみ野店 千葉県 新星堂　立場ヨーカドー店 神奈川県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　甲府店 山梨県

バンダレコード　イオンモール盛岡南店 岩手県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東店 茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　茂原店 千葉県 新星堂　湘南台店 神奈川県 メディアランドカトー本店 山梨県

リコルズ 岩手県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店 茨城県 新星堂　イオンモール木更津店 千葉県 新星堂　トレッサ横浜店 神奈川県 ライオン堂　高宮店 長野県

アメリカンウェーブ　北上店 岩手県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　水戸笠原店 茨城県 新星堂　レスポック四街道店 千葉県 新星堂　大和鶴間店 神奈川県 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　TSUTAYA 　飯山店 長野県

宮脇書店　久慈店 岩手県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　北茨城店 茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　千葉ニュータウン店 千葉県 新星堂　モザイクモール港北店 神奈川県 平安堂長野店 長野県

東山堂　北上店 岩手県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下館店 茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　旭店 千葉県 新星堂　アピタ長津田店 神奈川県 平安堂東和田店 長野県

ORIORI produced by さわや書店 岩手県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば店 茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　東金店 千葉県 バンダレコード　ららぽーと海老名店 神奈川県 平安堂川中島店 長野県

東海林無線電機 宮城県 バンダレコード　イオンモールつくば店 茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　八街店 千葉県 バンダレコードイオン金沢八景店 神奈川県 平安堂更埴店 長野県

バンダレコード　イオンモール利府店 宮城県 バンダレコード　イオンモール土浦店 茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　富里店 千葉県 バンダレコードららぽーと湘南平塚店 神奈川県 平安堂若槻店 長野県

バンダレコード　イオンモール石巻店 宮城県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店 茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　成東店 千葉県 バンダレコード綾瀬タウンヒルズ店 神奈川県 平安堂諏訪店 長野県

バンダレコード　イオン仙台中山店 宮城県 新星堂　イオン佐野新都市店 栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　八千代店 千葉県 銀座山野楽器 たまプラーザ テラス店 神奈川県 平安堂座光寺店 長野県

バンダレコード　イオンモール名取店 宮城県 新星堂　トナリエ宇都宮店 栃木県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鎌ヶ谷店 千葉県 銀座山野楽器 新百合ヶ丘エルミロード店 神奈川県 平安堂飯田店 長野県

バンダレコード　スクラム大河原店 宮城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　足利店 栃木県 新星堂　ユアエルム八千代台店 千葉県 銀座山野楽器 辻堂店 神奈川県 平安堂上田しおだ野店 長野県

バンダレコード　スクラム古川店 宮城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿沼店 栃木県 バンダレコードテラスモール松戸店 千葉県 銀座山野楽器 ミウィ橋本店 神奈川県 平安堂佐久インターウェーブ店 長野県

バンダレコード　イオンモール富谷店 宮城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　小山店 栃木県 バンダレコードイトーヨーカドー八千代店 千葉県 銀座山野楽器 ラスカ平塚店 神奈川県 平安堂塩尻店 長野県

銀座山野楽器 仙台店 宮城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　下野店 栃木県 バンダレコードイオンマリンピア店 千葉県 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 平安堂あづみ野店 長野県

ヨドバシカメラ マルチメディア仙台 宮城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　真岡店 栃木県 銀座山野楽器 そごう千葉店 千葉県 銀座山野楽器 本厚木ミロード店 神奈川県 平安堂伊那店 長野県

新星堂　ザ・モール仙台長町店 宮城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　大田原店 栃木県 カミヤマ　サウンドステーション 千葉県 ヨドバシカメラ マルチメディア横浜 神奈川県 笠原書店　レイクウォーク店 長野県

ミュージックショップ　スマイル　大河原フォルテ店 宮城県 くまざわ書店宇都宮店ＣＤショップ 栃木県 新星堂　カルチェ５柏店 千葉県 ヨドバシカメラ マルチメディア 川崎ルフロン 神奈川県 新星堂　カラフルタウン岐阜店 岐阜県

柏谷楽器店　駅前店 秋田県 くまざわ書店　宇都宮インターパーク店 栃木県 紀伊國屋書店流山おおたかの森店 千葉県 ヨドバシカメラ マルチメディア 京急上大岡 神奈川県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡノースウエスト店 岐阜県

細川蓄音機 秋田県 スーパーブックス　今市店 栃木県 未来屋書店　銚子店 千葉県 アトム電気　アトムレコード 神奈川県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　岐阜店 岐阜県

イノウエレコード店 秋田県 文真堂書店　足利助戸店 栃木県 ブックマルシェ　我孫子店 千葉県 オデオン堂　鶴見本店 神奈川県 こみかるはうす可児店 岐阜県
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こみかるはうす関店 岐阜県 ハイパーブックス　大津京店 滋賀県 エディオン　太子店 兵庫県 フタバ図書ソフトピア可部センター 広島県 明屋書店宗像店 福岡県

イケヤ　プレ葉ウォーク浜北店 静岡県 Joshin草津店 滋賀県 姫路ミヤコ 兵庫県 フタバ図書　ソフトピア八本松店 広島県 明屋書店伊加利店 福岡県

イケヤ　イオンモール浜松志都呂店 静岡県 大垣書店　一里山店 滋賀県 新星堂　加古川店 兵庫県 久松商会 広島県 明林堂書店　ゆめタウン八女店 福岡県

イケヤ　ＭＡＲＫ　ＩＳ　静岡店 静岡県 ＪＥＵＧＩＡ　三条本店　１Ｆ 京都府 新星堂　明石ヨーカドー店 兵庫県 エディオン　五日市店 広島県 明林堂書店　イオン福岡東店 福岡県

新星堂　アピタ静岡店 静岡県 ＪＥＵＧＩＡ　イオン久御山店 京都府 紀伊國屋書店加古川店 兵庫県 新星堂　福山店 広島県 明林堂書店　ゆめマートうきは店 福岡県

バンダレコード三島店 静岡県 ＪＥＵＧＩＡ　[Basic.] 京都府 古本市場　尼崎店 兵庫県 新星堂　ゆめタウン広島店 広島県 明林堂書店　イオン甘木店 福岡県

大垣書店　イオンモール富士宮店 静岡県 和田電器 京都府 ＡＬＡＮＮ新三木店 兵庫県 明林堂書店　フジグランナタリー店 広島県 福岡金文堂行橋店 福岡県

イケヤ文楽館　高丘店 静岡県 ディスクハウス　オズ 京都府 WAY書店 TSUTAYA 西明石店 兵庫県 ブックセンタージャスト　庄原店 広島県 紀伊國屋書店　佐賀店 佐賀県

イケヤ文楽館　磐田東店 静岡県 音楽館　清水屋 京都府 大垣書店　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店 兵庫県 宮脇書店　神辺店 広島県 明林堂書店　南佐賀店 佐賀県

イケヤ文楽館　湖西店 静岡県 ヨドバシカメラ マルチメディア京都 京都府 宮脇書店　イオン洲本店 兵庫県 啓文社イオン三原店 広島県 明林堂書店　唐津店 佐賀県

イケヤ　イオン小牧店 愛知県 平和書店アル・プラザ宇治東店 京都府 ビデオオークタウン店 奈良県 啓文社コア春日店 広島県 明林堂書店　ゆめタウン武雄店 佐賀県

音楽堂　サカエチカ店 愛知県 平和書店アル・プラザ京田辺店 京都府 玉光堂　イオンモール奈良登美が丘店 奈良県 フタバ図書ＧＩＧＡフレスタモール岩国店　ＣＤＶ部門 山口県 新星堂　長崎夢彩都店 長崎県

濃尾商会　金山 愛知県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店 京都府 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大和郡山店 奈良県 フタバ図書　ＧＩＧＡ防府店　ＣＤＶ部門 山口県 明林堂書店　イオン大村店 長崎県

新星堂　アピタ長久手店 愛知県 Joshin京都１ばん館 京都府 Joshin奈良店 奈良県 エディオン　山口本店 山口県 メトロ書店本店 長崎県

新星堂　名古屋店 愛知県 ディスクショップ　白鳥　　　　　　　　 京都府 Joshin郡山店 奈良県 新星堂　下関店 山口県 ムラヤマレコード　イオン熊本中央店 熊本県

新星堂 mozo ワンダーシティ店 愛知県 くまざわ書店　桃山店 京都府 WAY書店 TSUTAYA天理店 奈良県 明屋書店厚狭店 山口県 ＢＯＯＫＳ　あんとく荒尾店 熊本県

新星堂　アピタ岡崎北店 愛知県 大垣書店ビブレ店 京都府 啓林堂書店　奈良店 奈良県 明屋書店萩店 山口県 ムラヤマレコード　宇土シティモール店 熊本県

新星堂　リーフウォーク稲沢店 愛知県 大垣書店　イオンモール京都店 京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ岩出店 和歌山県 明屋書店下関長府店 山口県 ＢＯＯＫＳ　あんとく山鹿店 熊本県

新星堂　アピタ江南西店 愛知県 大垣書店　高島屋店 京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹオークワ本社店 和歌山県 明屋書店ＭＥＧＡ新下関店 山口県 新星堂　ゆめタウン光の森店 熊本県

新星堂　イオンタウン千種店 愛知県 大垣書店　二条駅店 京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹオーシティ前　田辺店 和歌山県 明林堂書店　柳井店 山口県 紀伊國屋書店熊本はません店 熊本県

新星堂　アピタ向山店 愛知県 大垣書店　京都ファミリー店 京都府 ＨＩＴＳイシイ　本店 和歌山県 明林堂書店　ゆめタウン下松店 山口県 ブックスミスミ　人吉店 熊本県

新星堂　イオン八事店 愛知県 大垣書店　亀岡店 京都府 WAY書店 TSUTAYA美浜店 和歌山県 明林堂書店フジ西宇部店 山口県 明林堂書店　松橋店 熊本県

新星堂　テラスウォーク一宮店 愛知県 大垣書店　イオンモール京都桂川店 京都府 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店 和歌山県 明林堂書店フジ宇部店 山口県 明林堂書店　長嶺店 熊本県

新星堂　アスナル金山店 愛知県 大垣書店　イオンモール京都五条店 京都府 TSUTAYA WAY 橋本店 和歌山県 明林堂書店　フジグラン山口店 山口県 明林堂書店　サンピアン店 熊本県

新星堂　イオンモール名古屋みなと店 愛知県 ＪＥＵＧＩＡ　イオン茨木店 大阪府 くまざわ書店　和歌山ＭＩＯ店 和歌山県 宮脇書店　ゆめシティ店 山口県 明林堂書店　ゆめタウンあらお店 熊本県

バンダレコード　イオンモール名古屋茶屋店 愛知県 マルゼン楽器　サンピア店 大阪府 エディオン　ＤＩＳＣ　ＣＩＴＹ米子店 鳥取県 紀伊國屋書店徳島店 徳島県 明林堂書店　ゆめタウン八代店 熊本県

バンダレコード　イオンモール新瑞橋店 愛知県 ＪＥＵＧＩＡ　上本町近鉄店 大阪府 ブックセンターコスモ吉方店 鳥取県 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店 徳島県 エトウ南海堂 大分県

バンダレコードイオンモール長久手店 愛知県 マルゼン楽器　本店 大阪府 今井書店　吉成店サウンドスタジアム 鳥取県 デュークショップ　高松店 香川県 コトブキレコード店 大分県

紀伊國屋書店名古屋空港店 愛知県 新橋楽器店　聖音堂 大阪府 宮脇書店　鳥取北店 鳥取県 紀伊國屋書店丸亀店 香川県 吉松楽器店 大分県

あおい書店　西尾ＣＤ館店 愛知県 ヤングレコード　本店 大阪府 ブックセンターコスモ出雲店 島根県 宮脇書店　志度店　 香川県 明屋書店中津本店 大分県

あおい書店　豊川店 愛知県 ディスクピア　日本橋店 大阪府 ブックセンタージャスト　大田店 島根県 宮脇書店　三豊店 香川県 明屋書店宇佐店 大分県

宮脇書店　刈谷店 愛知県 新星堂　天王寺ミオ店 大阪府 ブックセンタージャスト　浜田店 島根県 宮脇書店　寒川店 香川県 明林堂書店　日出店 大分県

本のメグリア三好店 愛知県 新星堂　難波店 大阪府 ブックセンタージャスト　高津店 島根県 宮脇書店　綾南店 香川県 明林堂書店　トキハ佐伯店 大分県

本の王国刈谷店 愛知県 新星堂　京橋店 大阪府 今井書店　ゆめタウン出雲店 島根県 宮脇書店　イオン高松店 香川県 明林堂書店　ゆめタウン中津店 大分県

本の王国安城店 愛知県 新星堂　イオンモール高の原店 大阪府 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER 島根県 宮脇書店　十川店 香川県 明林堂書店　大分本店 大分県

ハーミットクラブ　イオン津店 三重県 新星堂　イオンモール四條畷店 大阪府 エディオン倉敷本店　ＤＩＳＣ　Ｃｉｔｙコーナー 岡山県 デュークショップ　松山店 愛媛県 明林堂書店　高城店 大分県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ久居店 三重県 紀伊國屋書店　梅田本店 大阪府 エディオン　津山本店 岡山県 ミュージックプラザ小早川 愛媛県 明林堂書店　ゆめタウン別府店 大分県

サワノ楽器店 三重県 銀座山野楽器 イオンモール鶴見緑地店 大阪府 紀伊國屋書店クレド岡山店 岡山県 明屋書店石井店 愛媛県 明林堂書店　青山店 大分県

新星堂　イオン桑名店 三重県 銀座山野楽器 リノアス八尾店 大阪府 古本市場　堀南店 岡山県 明屋書店空港通り店 愛媛県 明林堂書店　羽屋店 大分県

ブック・スクウェア　菰野店 三重県 ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 大阪府 宮脇書店　平島店 岡山県 明屋書店ＭＥＧＡ平田店 愛媛県 新星堂　イオンモール宮崎店 宮崎県

ブック・スクウェア　ララパーク店 三重県 紀伊國屋書店アリオ鳳店 大阪府 宮脇書店　岡山本店 岡山県 明屋書店中央通店 愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　都城店 宮崎県

Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　東員店 三重県 平和書店アル・プラザ香里園店 大阪府 宮脇書店　連島店 岡山県 明屋書店西条本店 愛媛県 ブックスミスミ  日向店 宮崎県

宮脇書店　久居店 三重県 平和書店　アル・プラザ茨木店 大阪府 宮脇書店　鴨方店 岡山県 明屋書店川之江店 愛媛県 明林堂書店　イオンタウン日向店 宮崎県

コメリ書房　松阪店 三重県 古本市場　松原店 大阪府 フタバ図書　ＴＥＲＡ広島府中店 広島県 明屋書店今治本店 愛媛県 明林堂書店　えびの店 宮崎県

本の王国文化センター前店 三重県 古本市場　富田林店 大阪府 フタバ図書ＡＬＴＩ　アルパーク北棟店 広島県 明屋書店喜田村店 愛媛県 明林堂書店　日向店 宮崎県

ＪＥＵＧＩＡ　草津Ａ・ＳＱＵＡＲＥ店 滋賀県 古本市場　大東店 大阪府 フタバ図書　サウンドＭＥＧＡ中筋店 広島県 明屋書店大洲店 愛媛県 明林堂書店　都北店 宮崎県

北田レコード 滋賀県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　堺鉄砲町店 大阪府 フタバ図書　ＧＩＧＡ呉駅レクレ店 広島県 明屋書店八幡浜店 愛媛県 明林堂書店　小林店 宮崎県

平和書店　アル・プラザ彦根店 滋賀県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　りんくう泉南店 大阪府 フタバ図書　ＡＬＴＩ福山本店 広島県 宮脇書店　高知店 高知県 田中書店イオンモールミエル都城駅前店 宮崎県

平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ　堅田店 滋賀県 未来屋書店　喜連瓜破店 大阪府 フタバ図書　サウンドＧＩＧＡ広島駅前店 広島県 宮脇書店　フジグラン野市店 高知県 十字屋　ＣＲＯＳＳ 鹿児島県

平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ能登川店 滋賀県 未来屋書店　新茨木店 大阪府 フタバ図書　広大前店 広島県 フタバ図書　ＴＥＲＡイオンモール福岡店 福岡県 紀伊國屋書店　鹿児島店 鹿児島県

平和書店アル・プラザ水口店 滋賀県 未来屋書店　大阪ドームシティ店 大阪府 フタバ図書　ＧＩＧＡ五日市店 広島県 ヨシダ楽器　イオン福岡伊都店 福岡県 ブックスミスミ　オプシア 鹿児島県

平和書店ＴＳＵＴＡＹＡあどがわ店 滋賀県 未来屋書店　日根野店 大阪府 フタバ図書　ソフトピア三次店 広島県 フタバ図書　ＧＩＧＡ春日店　ＣＤＶ 福岡県 ブックスミスミ　七ツ島店 鹿児島県

ハイパーブックス　長浜店 滋賀県 Joshin岸和田店 大阪府 フタバ図書ソフトピア海田 広島県 ミュージックプラザインドウ 福岡県 ブックスミスミ  加治木バイパス店 鹿児島県

ハイパーブックス　彦根店 滋賀県 エディオンネットショップ 大阪府 フタバ図書ＧＩＧＡ祇園店 広島県 ＢＯＯＫＳ　あんとく三潴店 福岡県 ブックスミスミ　鹿屋店 鹿児島県

サンミュージック　長浜店 滋賀県 WAY書店 TSUTAYA 富田林店 大阪府 エディオン広島本店　東館９F　ディスクシティ 広島県 松田楽器店 福岡県 明屋書店川内店 鹿児島県

サンミュージック　近江八幡店 滋賀県 大垣書店　豊中緑丘店 大阪府 フタバ図書　サウンドＧＩＧＡ宇品店 広島県 新星堂　サンリブシティ小倉店 福岡県 未来屋書店　沖縄ライカム店 沖縄県

サンミュージック　守山店 滋賀県 宮脇書店　泉佐野店 大阪府 フタバ図書　大竹店 広島県 新星堂　小倉駅アミュプラザ店 福岡県 ぐるぐる王国 オンラインショップ

ハイパーブックス　八日市店 滋賀県 ミヤコ　イオンモール伊丹昆陽店 兵庫県 フタバ図書　ソフトピア広 広島県 新星堂　キャナルシティ博多店 福岡県 新星堂WonderGOOオンライン オンラインショップ

ハイパーブックス　駒井沢店 滋賀県 毎日舎蓄音器店 兵庫県 フタバ図書　ＧＩＧＡ上安店 広島県 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店 福岡県 楽天ブックス オンラインショップ

ハイパーブックス　かがやき通り店 滋賀県 エディオン　ＪＲ尼崎駅店 兵庫県 福原レコード 広島県 未来屋書店　大牟田店 福岡県 ネオウィング オンラインショップ


