7月19日（水）発売 BAND-MAID『Daydreaming/Choose me』特典ステッカ-対象店
■CDショップ

都道府県 区・市町村
店名
全国 全国 ローソンHMV
北海道 札幌市 コーチャンフォー新川通り店
北海道 札幌市 タワーレコード 札幌ピヴォ店
北海道 札幌市 文教堂北野店
北海道 札幌市 文教堂札幌ルーシー店
北海道 札幌市 文教堂西野３条店
北海道 苫小牧市 WonderGOO 苫小牧店
北海道 旭川市 We'sイオンモール旭川西店
北海道 函館市 文教堂湯ノ川店
北海道 千歳市 文教堂千歳店
青森県 十和田市 WonderGOO 十和田店
青森県 つがる市 WonderGOO つがる柏店
岩手県 奥州市 WonderGOO 奥州水沢店
宮城県 仙台市 タワーレコード 仙台パルコ店
宮城県 登米市 ブックセンター湘南佐沼店
宮城県 栗原市 ブックセンター湘南栗原店
宮城県 東松島市 ブックセンター湘南矢本店
宮城県 大崎市 WonderGOO 大崎古川店
山形県 鶴岡市 新星堂 鶴岡店
福島県 いわき市 WonderGOO 小名浜店
福島県 いわき市 WonderGOO いわき鹿島店
茨城県 石岡市 WonderGOO 石岡店
茨城県 牛久市 WonderGOO ひたち野うしく店
茨城県かすみがうら市WonderGOO 千代田店
茨城県 神栖市 WonderGOO 波崎店
茨城県 神栖市 WonderGOO 鹿島店
茨城県 北茨城市 WonderGOO 北茨城店
茨城県 猿島郡 WonderGOO 境FiSS店
茨城県 筑西市 WonderGOO 下館店
茨城県 つくば市 WonderGOO つくば店
茨城県 那珂市 WonderGOO 那珂店
茨城県 東茨城郡 WonderGOO 水戸南店
茨城県 常陸大宮市WonderGOO 常陸大宮店
茨城県 日立市 WonderGOO 日立中央店
茨城県 日立市 WonderGOO 日立田尻店
茨城県 ひたちなか市WonderGOO ひたちなか店
茨城県 水戸市 WonderGOO 水戸笠原店
茨城県 水戸市 新星堂 水戸店
茨城県 守谷市 WonderGOO 守谷店
茨城県 竜ヶ崎市 WonderGOO 竜ヶ崎店
茨城県 稲敷市 WonderGOO 江戸崎店
茨城県 稲敷市 WonderGOO 東店
茨城県 古河市 WonderGOO 古河店
茨城県 桜川市 WonderGOO 岩瀬店
栃木県 足利市 WonderGOO 足利店
栃木県 鹿沼市 WonderGOO 鹿沼店
栃木県 真岡市 WonderGOO 真岡店
栃木県 小山市 WonderGOO 小山店
栃木県 大田原市 WonderGOO 大田原店
栃木県 下野市 WonderGOO 下野店
栃木県 宇都宮市 新星堂 ララスクエア宇都宮店
群馬県 富岡市 WonderGOO 富岡店
群馬県 伊勢崎市 WonderGOO 伊勢崎店
群馬県 高崎市 WonderGOO 高崎店

群馬県 館林市 WonderGOO 館林店
群馬県 藤岡市 WonderGOO 藤岡店
群馬県 前橋市 紀伊國屋書店 前橋店
埼玉県 さいたま市タワーレコード 浦和店
埼玉県 さいたま市紀伊國屋書店 さいたま新都心店
埼玉県 さいたま市文教堂岩槻店
埼玉県 入間市 WonderGOO 入間店
埼玉県 上里町 文教堂本庄店
埼玉県 越谷市 WonderGOO 越谷店
埼玉県 三郷市 WonderGOO 三郷店
埼玉県 加須市 WonderGOO 加須店
埼玉県 本庄市 WonderGOO 本庄店
埼玉県 川越市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ川越店
埼玉県 桶川市 新星堂 ベニバナウォーク桶川店
埼玉県 熊谷市 新星堂 熊谷店
埼玉県 深谷市 新星堂 アリオ深谷店
埼玉県 和光市 新星堂 和光店
埼玉県 越谷市 新星堂 新越谷駅ビル店
千葉県 市川市 新星堂 ニッケコルトンプラザ店
千葉県 市川市 文教堂行徳店
千葉県 東金市 WonderGOO 東金店
千葉県 印西市 WonderGOO 千葉NT店
千葉県 八街市 WonderGOO 八街店
千葉県 旭市 WonderGOO 旭店
千葉県 富里市 WonderGOO 富里店
千葉県 山武市 WonderGOO 成東店
千葉県 鎌ヶ谷市 WonderGOO 鎌ヶ谷店
千葉県 茂原市 WonderGOO 茂原店
千葉県 流山市 紀伊國屋書店 流山おおたかの森店
千葉県 佐倉市 文教堂ユーカリが丘店
千葉県 八千代市 新星堂 八千代店
千葉県 木更津市 新星堂 イオンモール木更津店
東京都 新宿区 タワーレコード新宿店
東京都 渋谷区 タワーレコード渋谷店
東京都 渋谷区 ＳＨＩＢＵＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ
東京都 墨田区 新星堂 アルカキット錦糸町店
東京都 豊島区 タワーレコード 池袋店
東京都 港区 文教堂浜松町店（セルＣＤ）
東京都 新宿区 紀伊國屋書店 新宿本店
東京都 新宿区 ディスクユニオン 新宿HEAVY METAL館
東京都 杉並区 新星堂 阿佐ヶ谷店
東京都 千代田区 ディスクユニオン お茶の水HARD ROCK/HEAVY METAL館
東京都 千代田区 タワーレコード 秋葉原店
東京都 大田区 新星堂 大森ヨーカドー店
東京都 町田市 タワーレコード町田店
東京都 東村山市 新星堂 東村山店
東京都 八王子市 タワーレコード 八王子店
東京都 武蔵野市 新星堂 武蔵境ヨーカドー店
東京都 武蔵野市 タワーレコード 吉祥寺店
東京都 青梅市 文教堂河辺とうきゅう店
東京都 立川市 新星堂 Ｔｅａ ｆｏｒ Ｔｗｏ Ｒ．立川店
神奈川県 海老名市 新星堂 海老名店
神奈川県 厚木市 文教堂Ｒ４１２店
神奈川県 鎌倉市 文教堂大船モール店
神奈川県 藤沢市 新星堂 湘南台店
神奈川県 川崎市 文教堂溝ノ口駅前
神奈川県 川崎市 タワーレコード川崎店
神奈川県 小田原市 新星堂 小田原ダイナシティ店
神奈川県 大和市 新星堂 大和鶴間店

神奈川県 横浜市 文教堂中山とうきゅう店
神奈川県 横浜市 タワーレコード横浜ビブレ店
神奈川県 横浜市 新星堂 アピタ長津田店
神奈川県 横浜市 新星堂 トレッサ横浜店
神奈川県 横浜市 新星堂 横浜ジョイナス店
神奈川県 横浜市 新星堂 上大岡店
新潟県 新潟市 紀伊國屋書店 新潟店
新潟県 新潟市 タワーレコード 新潟店
富山県 富山市 Joshin富山本店ディスクピア
富山県 富山市 紀伊國屋書店 富山店
石川県 金沢市 ＴＳＵＴＡＹＡ 金沢店
石川県 加賀市 ＫＣ
福井県 福井市 紀伊國屋書店 福井店
山梨県 甲府市 新星堂 甲府駅ビル店
山梨県 甲斐市 新星堂 ラザウォーク甲斐双葉店
長野県 長野市 平安堂長野店
長野県 長野市 平安堂東和田店
長野県 長野市 平安堂川中島店
長野県 長野市 平安堂若槻店
長野県 松本市 ライオン堂
長野県 飯田市 平安堂座光寺店
長野県 飯田市 平安堂飯田店
長野県 上田市 平安堂上田しおだ野店
長野県 千曲市 平安堂更埴店
長野県 諏訪市 平安堂諏訪店
長野県 塩尻市 平安堂塩尻店
長野県 安曇野市 平安堂あづみ野店
長野県 伊那市 平安堂伊那店
岐阜県 本巣市 タワーレコードモレラ岐阜店
岐阜県 岐阜市 新星堂 カラフルタウン岐阜店
静岡県 静岡市 タワーレコード静岡店
静岡県 伊東市 文教堂伊東店
静岡県 浜松市 本の王国雄踏店
静岡県 静岡市 新星堂 アピタ静岡店
愛知県 名古屋市 タワーレコード名古屋近鉄パッセ店
愛知県 名古屋市 タワーレコード名古屋パルコ店
愛知県 名古屋市 タワーレコード大高店店
愛知県 名古屋市 ＤＩＳＫ ＨＥＡＶＥＮ
愛知県 名古屋市 新星堂 セントラルパーク店
愛知県 名古屋市 新星堂 名古屋店
愛知県 名古屋市 新星堂 イオンタウン千種店
愛知県 豊山町 紀伊國屋書店 名古屋空港店
愛知県 豊橋市 名豊ミュージック豊橋本店
愛知県 豊田市 本の王国豊田吉原店
愛知県 刈谷市 本の王国刈谷店
愛知県 春日井 本の王国高蔵寺店
愛知県 安城市 本の王国安城店
愛知県 長久手市 新星堂 アピタ長久手店
愛知県 岡崎市 新星堂 アピタ岡崎北店
愛知県 稲沢市 新星堂 リーフウォーク稲沢店
愛知県 一宮市 新星堂 テラスウォーク一宮
愛知県 知多郡 タワーレコード東浦店
三重県 津市 TSUTAYA WAY 久居店
三重県 津市 本の王国文化センター前店
三重県 鈴鹿市 タワーレコード鈴鹿店
三重県 名張市 ネクスト・ワン名張本店
三重県 松阪市 TSUTAYA WAY 松阪学園前店
三重県 桑名市 新星堂 イオンモール桑名店
滋賀県 草津市 （株）ＪＥＵＧＩＡ草津Ａ/ＳＱＵＡＲＥ

滋賀県 草津市 Joshin草津店ディスクピア
京都府 京都市 （株）ＪＥＵＧＩＡ三条本店
京都府 京都市 タワーレコード京都
京都府 京都市 Joshin京都１ばん館ディスクピア
京都府 久世郡 （株）ＪＥＵＧＩＡイオンモール久御山
大阪府 大阪市 タワ－レコ－ド梅田大阪マルビル
大阪府 大阪市 タワ-レコ-ドあべのHoop
大阪府 大阪市 タワ－レコ－ド難波
大阪府 大阪市 （株）ＪＥＵＧＩＡ上本町近鉄
大阪府 大阪市 タワーレコード梅田ＮＵ茶屋町店
大阪府 大阪市 ディスクピア日本橋
大阪府 大阪市 紀伊國屋書店 梅田本店
大阪府 大阪市 紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
大阪府 大阪市 新星堂 天王寺ミオ店
大阪府 大阪市 新星堂 難波店
大阪府 大阪市 新星堂 京橋店
大阪府 茨木市 （株）ＪＥＵＧＩＡイオンモール茨木
大阪府 岸和田市 Joshin岸和田店ディスクピア
大阪府 四條畷市 新星堂 イオンモール四條畷店
大阪府 貝塚市 TSUTAYA WAY 貝塚三ツ松店
大阪府 富田林市 WAY書店 TSUTAYA 富田林店
大阪府 門真市 新星堂 古川橋駅前店
兵庫県 神戸市 タワーレコード神戸店
兵庫県 加古川市 紀伊國屋書店 加古川店
兵庫県 三木市 ＡＬＡＮＮ新三木店
兵庫県 小野市 Ｇｒｏｏｖｙ Ｓｉｔｅ 小野サティ店
兵庫県 明石市 WAY書店 TSUTAYA 西明石店
兵庫県 加古川市 新星堂 加古川店
兵庫県 福崎町 TSUTAYA WAY 福崎店
奈良県 大和郡 Joshin郡山店ディスクピア
奈良県 奈良市 Joshin奈良店ディスクピア
奈良県 天理市 TSUTAYA WAY 天理店
奈良県 御所市 TSUTAYA WAY 御所店
和歌山県 海南市 TSUTAYA WAY 海南店
和歌山県 新宮市 スーパーセンターWAY 南紀店
和歌山県 田辺市 TSUTAYA WAY オーシティ前 田辺店
和歌山県 田辺市 WAY書店 パビリオンシティ田辺店
和歌山県 橋本市 TSUTAYA WAY 橋本店
和歌山県 和歌山市 TSUTAYA WAY オークワ本社店
和歌山県 和歌山市 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店
和歌山県 和歌山市 TSUTAYA WAY 和歌山高松店
和歌山県 美浜町 WAY書店 TSUTAYA美浜店
和歌山県 有田川町 TSUTAYA WAY 有田川店
岡山県 岡山市 紀伊國屋書店 クレド岡山店
広島県 広島市 タワーレコード広島
広島県 三原市 啓文社イオン三原店
広島県 福山市 啓文社コア春日店
広島県 福山市 新星堂 福山店
広島県 広島市 新星堂 ゆめタウン広島店
山口県 下関市 新星堂 下関店
徳島県 徳島市 紀伊國屋書店 徳島店
徳島県 藍住町 紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店
徳島県 藍住町 ブックスジュピター
香川県 丸亀市 紀伊國屋書店 丸亀店
福岡県 福岡市 タワーレコード福岡パルコ店
福岡県 福岡市 紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店
福岡県 福岡市 黒木書店/フィルモアレコード 七隈店
福岡県 福岡市 黒木書店/フィルモアレコード 長住店
福岡県 福岡市 新星堂 キャナルシティ博多店

福岡県 飯塚市 Ａ’ＢＯＯＫイオン穂波店
福岡県 久留米市 ＢＯＯＫＳあんとく三潴店
福岡県 北九州市 新星堂 小倉駅アミュプラザ店
佐賀県 佐賀市 紀伊國屋書店 佐賀店
熊本県 熊本市 紀伊國屋書店 熊本はません店
熊本県 荒尾市 ＢＯＯＫＳあんとく荒尾店
熊本県 山鹿市 ＢＯＯＫＳあんとく山鹿店
熊本県 菊池郡 新星堂 ゆめタウン光の森店
熊本県 八代市 新星堂 ゆめタウン八代店
大分県 大分市 紀伊國屋書店 大分店
宮崎県 宮崎市 新星堂 イオンモール宮崎店
鹿児島県 鹿児島市 紀伊國屋書店 鹿児島店
鹿児島県 霧島市 ブックセンターリリーズ国分店
鹿児島県 姶良市 ブックセンターリリーズ姶良店
■ECサイト
楽天ブックス
セブンネットショッピング
タワーオンライン
新星堂WonderGOOオンライン
ＴＳＵＴＡＹＡ ON LINE
ディスクユニオン オンラインショップ
ローチケHMV

