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コーチャンフォー　新川通り店 北海道 ＨＭＶ　イオンモール与野 埼玉県 イケヤ　イオンモール浜松志都呂店 静岡県

コーチャンフォーミュンヘン大橋店 北海道 バンダレコード　新所沢パルコ店 埼玉県 ＨＭＶ　イオンモール浜松市野 静岡県

コーチャンフォー　釧路店 北海道 バンダレコードららぽーと新三郷店 埼玉県 バンダレコード三島店 静岡県

コーチャンフォー　旭川店 北海道 バンダレコード　ステラタウン大宮店 埼玉県 ＨＭＶ　イオンモール岡崎 愛知県

コーチャンフォー　北見店 北海道 バンダレコード　本川越ペペ店 埼玉県 ＨＭＶ　栄 愛知県

コーチャンフォー　美しが丘店 北海道 銀座山野楽器 イオンモール北戸田店 埼玉県 ＨＭＶ　イオンモール扶桑 愛知県

吉崎レコード　楽器店 北海道 アットマークジュエリー 埼玉県 ＨＭＶ　イオンモールナゴヤドーム前 愛知県

ＨＭＶ　札幌ステラプレイス 北海道 ＨＭＶ　ららぽーと柏の葉 千葉県 新星堂　アピタ江南西店 愛知県

玉光堂カテプリ新さっぽろ店 北海道 ＨＭＶ　イオンモール成田 千葉県 バンダレコード　イオンモール新瑞橋店 愛知県

玉光堂　イオンモール釧路昭和店 北海道 ＨＭＶ　イオンモール千葉ニュータウン 千葉県 バンダレコード　イオンモール名古屋茶屋店 愛知県

玉光堂　イオン北見店 北海道 ＨＭＶ　イオンモール八千代緑が丘 千葉県 バンダレコードイオンモール長久手店 愛知県

玉光堂　函館駅前ビル店 北海道 バンダレコードテラスモール松戸店 千葉県 本の王国刈谷店 愛知県

玉光堂　小樽本店 北海道 バンダレコードイオンマリンピア店 千葉県 本の王国文化センター前店 三重県

玉光堂　パセオ店 北海道 コーチャンフォー　若葉台店 東京都 ＨＭＶ　洛北阪急スクエア 京都府

玉光堂　イオンモール札幌発寒店 北海道 ＨＭＶ　立川 東京都 新星堂　イオンモール高の原店 京都府

玉光堂　四丁目店 北海道 ＨＭＶ　エソラ池袋 東京都 大垣書店　イオンモール京都桂川店 京都府

玉光堂　イオン釧路店 北海道 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　SHIBUYA 東京都 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＨＩＮＳＡＩＢＡＳＨＩ 大阪府

玉光堂　イオン千歳店 北海道 ＨＭＶ　ルミネエスト新宿 東京都 ＨＭＶ　ららぽーと和泉 大阪府

玉光堂　イオンモール旭川駅前店 北海道 ＨＭＶ　イオンモールむさし村山 東京都 ＨＭＶ　グランフロント大阪 大阪府

玉光堂　帯広イトーヨーカドー店 北海道 ＨＭＶ　ららぽーと豊洲 東京都 紀伊國屋書店アリオ鳳店 大阪府

玉光堂　イオン江別店 北海道 新星堂　ルミネ立川店 東京都 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　りんくう泉南店 大阪府

玉光堂　イオン帯広店 北海道 バンダレコードイトーヨーカドー赤羽店 東京都 FLAKE RECORDS 大阪府

玉光堂　イオン岩見沢店 北海道 バンダレコード　ＬＩＶＩＮ田無店 東京都 ＨＭＶ　阪急西宮ガーデンズ 兵庫県

ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＷＯＷ店 北海道 バンダレコード　イオン板橋店 東京都 ＨＭＶ　イオンモール伊丹 兵庫県

ＨＭＶ　イオンモールつがる柏 青森県 山野楽器 銀座本店(4Ｆ) 東京都 ＨＭＶ　三宮 兵庫県

バンダレコード　さくら野弘前店 青森県 銀座山野楽器 調布パルコ店 東京都 玉光堂　イオンモール奈良登美が丘店 奈良県

エムズエクスポ盛岡店 岩手県 ＨＭＶ　ラゾーナ川崎 神奈川県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大和郡山店 奈良県

バンダレコード　イオンモール盛岡南店 岩手県 ＨＭＶ　ららぽーと横浜 神奈川県 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER 島根県

アメリカンウェーブ　北上店 岩手県 ＨＭＶ　横浜ＷＯＲＬＤ　ＰＯＲＴＥＲＳ 神奈川県 ＨＭＶ　イオンモール岡山 岡山県

バンダレコード　イオン仙台中山店 宮城県 新星堂　上大岡店 神奈川県 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店 徳島県

バンダレコード　イオンモール富谷店 宮城県 バンダレコード　ららぽーと海老名店 神奈川県 デュークショップ　松山店 愛媛県

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金沢八景店 神奈川県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　新居浜店 愛媛県

バンダレコード　スクラム大河原店 宮城県 バンダレコード綾瀬タウンヒルズ店 神奈川県 ＨＭＶ　イオンモール高知 高知県

バンダレコード　イオンモール名取店 宮城県 バンダレコードららぽーと湘南平塚店 神奈川県 ミュージックプラザインドウ 福岡県

バンダレコード　イオンモール石巻店 宮城県 We'sイオン長岡店 新潟県 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　HAKATA 福岡県

バンダレコード　スクラム古川店 宮城県 紀伊國屋書店新潟店 新潟県 ＨＭＶ　イオンモール直方 福岡県

銀座山野楽器 仙台店 宮城県 サウンドエース 新潟県 ＨＭＶ　イオンモール福津 福岡県

ＨＭＶ　イオンモール秋田 秋田県 ＨＭＶ　イオンモール高岡 富山県 新星堂　キャナルシティ博多店 福岡県

ミュージック昭和 山形県 ＢＯＯＫＳなかだ　魚津店 富山県 新星堂　小倉駅アミュプラザ店 福岡県

新星堂　鶴岡店 山形県 トオンミュージック　ファボーレ店 富山県 新星堂　ゆめタウン光の森店 熊本県

バンダレコード　イオン東根店 山形県 ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店 石川県 ＨＭＶ　パークプレイス大分 大分県

バンダレコード　福島西道路店 福島県 玉光堂　セレオ甲府店 山梨県 明林堂書店　大分本店 大分県

バンダレコード　イオン福島店 福島県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　甲府店 山梨県 明林堂書店　ゆめタウン別府店 大分県

ＨＭＶ　イオンモール水戸内原 茨城県 ライオン堂　高宮店 長野県 明林堂書店　青山店 大分県

バンダレコード　イオンモールつくば店 茨城県 平安堂長野店 長野県 We's鹿児島店 鹿児島県

バンダレコード　イオンモール土浦店 茨城県 平安堂東和田店 長野県 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＯＫＩＮＡＷＡ 沖縄県

ＨＭＶ　イトーヨーカドー宇都宮 栃木県 平安堂更埴店 長野県 ぐるぐる王国 オンラインショップ

ＨＭＶ　イオンモール太田 群馬県 平安堂飯田店 長野県 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ｏｎｌｉｎｅ オンラインショップ

ＨＭＶ　イオンモール高崎 群馬県 平安堂塩尻店 長野県 TSUTAYAオンラインショッピング オンラインショップ

紀伊國屋書店前橋店 群馬県 平安堂あづみ野店 長野県 ネオウィング オンラインショップ

ＨＭＶ　大宮アルシェ 埼玉県 平安堂伊那店 長野県 セブンネットショッピング オンラインショップ

ＨＭＶ　ららぽーと富士見 埼玉県 笠原書店　レイクウォーク店 長野県 TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く） 全国

ＨＭＶ　イオンモール浦和美園 埼玉県 ＨＭＶ　イオンモール各務原 岐阜県


