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区市町村 店名
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店名

北海道 旭川市 玉光堂　イオンモール旭川駅前店

北海道 岩見沢市 玉光堂　イオン岩見沢店　　　　

北海道 江別市 玉光堂　イオン江別店　　　　　

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 玉光堂　パセオ店　　　　

北海道 札幌市 玉光堂　四丁目店　　　　　　　

北海道 札幌市 玉光堂　イオンモール札幌発寒店

北海道 札幌市 玉光堂　カテプリ新さっぽろ店　

北海道 札幌市 ミュージックショップ音楽処

北海道 小樽市 玉光堂　小樽本店　　　　　　　

北海道 千歳市 玉光堂　イオン千歳店　　　　　

北海道 帯広市 浅原栄陽堂

北海道 滝川市 サクラ商会

北海道 函館市 玉光堂　函館駅前ビル店　　　　

青森県 弘前市 バンダレコード　さくら野弘前店

青森県 青森市 成田本店　しんまち店

青森県 青森市 成田本店　つくだ店

宮城県 仙台市 八文字屋書店セルバ店

宮城県 仙台市 山野楽器仙台店

宮城県 仙台市 新星堂　ザ・モール仙台長町店

秋田県 秋田市 細川レコード

山形県 山形市 八文字屋北店

山形県 新庄市 丸井八文字屋

山形県 長井市 八文字屋長井店

山形県 天童市 ＴＥＮＤＯ八文字屋

福島県 福島市 SASYU鎌田店

福島県 福島市 バンダレコード　福島西道路店

茨城県 つくば市 バンダレコード　イオンモールつくば店

茨城県 境町 楽園堂

茨城県 古河市 東洋堂

茨城県 小美玉市 石岡ミュージックテープセンタ

群馬県 高崎市 文真堂書店　上中居店

群馬県 高崎市 文真堂書店　倉賀野店

群馬県 太田市 文真堂書店　新井店

埼玉県 越谷市 新星堂　新越谷駅ビル店

埼玉県 久喜市 ＭＵＳＩＣ　ＭＥＤＩＡ　菖蒲店

埼玉県 坂戸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　坂戸八幡店

埼玉県 三郷市 バンダレコード　ららぽーと新三郷店

埼玉県 上尾市 山野楽器イオンモール上尾店

埼玉県 深谷市 新星堂　アリオ深谷店

埼玉県 秩父市 ＴＳＵＴＡＹＡ　秩父店 

千葉県 我孫子市 ブックマルシェ　我孫子店

千葉県 千葉市 新星堂　イオンタウンおゆみ野店

千葉県 船橋市 新星堂　船橋ヨーカドー店
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千葉県 東金市 多田屋　サンピア店

千葉県 柏市 新星堂　カルチェ５柏店

千葉県 八千代市 新星堂　ユアエルム八千代台店

千葉県 富津市 ＴＳＵＴＡＹＡ　富津店

千葉県 木更津市 ＭＥＤＩＡ　木更津店

東京都 葛飾区 ブックスオオトリ四つ木メディア店

東京都 江戸川区 音曲堂

東京都 昭島市 新星堂　昭島店

東京都 新宿区 山野楽器小田急新宿店

東京都 台東区 宮田レコード

東京都 大田区 京浜テープセンター

東京都 大田区 くまざわ書店　ＩＹ大森店

東京都 中央区 銀座山野楽器本店

東京都 板橋区 バンダレコード　イオン板橋店　

東京都 豊島区 五番街

東京都 北区 美声堂

東京都 国分寺市 新星堂　国分寺駅ビル店

東京都 西東京市 バンダレコード　ＬＩＶＩＮ田無店

東京都 町田市 鈴木楽器

東京都 八王子市 山野楽器セレオ八王子店

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 新星堂　アトレ吉祥寺店

東京都 立川市 新星堂　ルミネ立川店

神奈川県 愛甲郡 久美堂　愛川店

神奈川県 横須賀市 くまざわ書店　久里浜店

神奈川県 横須賀市 くまざわ書店　横須賀店

神奈川県 横浜市 山野楽器たまプラーザテラス店

神奈川県 横浜市 アトムレコード

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

神奈川県 横浜市 新星堂　立場ヨーカドー店

神奈川県 横浜市 高橋電気商会

神奈川県 茅ヶ崎市 ミュージックハウス　ウチダ

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 藤沢市 くまざわ書店　湘南台店

新潟県 十日町市 サウンドエース

富山県 富山市 トオンミュージック　ファボーレ店

石川県 かほく市 ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店

石川県 加賀市 DISC FAN加賀店

石川県 金沢市 北国書林Ｖサウンド　アルプラザ金沢店

石川県 白山市 新星堂　アピタ松任店

福井県 鯖江市 平和書店　アル・プラザ鯖江店

福井県 福井市 勝木書店ＫａＢｏＳベル店

福井県 福井市 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ新二の宮店

長野県 岡谷市 笠原書店　本店

長野県 松本市 バンダレコード　ライオン堂高宮店

長野県 上田市 小枝時計店

長野県 長野市 アベレコード

静岡県 湖西市 イケヤ文楽館　湖西店



静岡県 静岡市 新星堂　アピタ静岡店

静岡県 藤枝市 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝瀬戸新屋店

静岡県 磐田市 イケヤ文楽館　磐田東店

静岡県 浜松市 イケヤプレ葉ウォーク浜北店

静岡県 浜松市 ヤマカ

静岡県 浜松市 イケヤ文楽館　高丘店

静岡県 富士宮市 大垣書店　イオンモール富士宮店

岐阜県 各務原市 サウンド・ハンター各務原店

岐阜県 岐阜市 新星堂　カラフルタウン岐阜店

岐阜県 岐阜市 名音堂

愛知県 安城市 名盤堂

愛知県 一宮市 新星堂　テラスウォーク一宮店

愛知県 稲沢市 真野テレビレコード店

愛知県 岡崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店

愛知県 岡崎市 新星堂　アピタ岡崎北店

愛知県 江南市 新星堂　アピタ江南西店

愛知県 小牧市 イケヤイオン小牧店

愛知県 大府市 サニーレコード

愛知県 豊橋市 新星堂　アピタ向山店

愛知県 豊川市 朝比奈電機商会

愛知県 北名古屋市 ミュージックブースＢＵＮＫＡＤＯ

愛知県 名古屋市 音楽堂サカエチカ店

愛知県 名古屋市 濃尾商会

三重県 伊賀市 サワノ楽器

三重県 伊勢市 村林楽器店


