
都道府県

都道府県都道府県

都道府県 市町村

市町村市町村

市町村 店名

店名店名

店名

北海道 旭川市 コーチャンフォー旭川店 

北海道 釧路市 コーチャンフォー釧路店 

北海道 札幌市 タワーレコード　アリオ札幌店　

北海道 札幌市 コーチャンフォー美しが丘店 

北海道 札幌市 コーチャンフォーミュンヘン大橋店 

北海道 札幌市 コーチャンフォー新川通り店 

北海道 苫小牧市 タワーレコード　苫小牧店　　　

北海道 函館市 函館　蔦屋書店

北海道 北見市 コーチャンフォー北見店 

青森県 上北郡 タワーレコード　下田店　　　　

青森県 青森市 成田本店　しんまち店

岩手県 盛岡市 タワーレコード　盛岡店　　　　

宮城県 仙台市 タワーミニ　アリオ仙台泉店　　

宮城県 東松島市 ブックセンター湘南矢本店

秋田県 秋田市 タワーレコード　秋田オーパ店　

福島県 郡山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑野店

福島県 郡山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン郡山店

栃木県 さくら市 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店

栃木県 宇都宮市 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮竹林店

栃木県 宇都宮市 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮インターパーク店

栃木県 宇都宮市 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮南店

栃木県 鹿沼市 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿沼店

栃木県 真岡市 ＴＳＵＴＡＹＡ　真岡店

栃木県 大田原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ハートランド大田原店

栃木県 那須塩原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　黒磯店

栃木県 那須塩原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　４００号西那須野店

栃木県 日光市 ＴＳＵＴＡＹＡ　今市店

群馬県 前橋市 紀伊國屋書店 前橋店

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 越谷市 ＴＳＵＴＡＹＡ　レイクタウン

埼玉県 久喜市 タワーレコード　アリオ鷲宮店　

埼玉県 上尾市 タワーレコード　アリオ上尾店　

埼玉県 富士見市 HMV　ららぽーと富士見

購入者特典　配布店リスト購入者特典　配布店リスト購入者特典　配布店リスト購入者特典　配布店リスト



千葉県 印西市 HMV イオンモール千葉ニュータウン

千葉県 印西市 HMV イオンモール千葉ニュータウン

千葉県 館山市 カミヤマ　サウンドステーション

千葉県 船橋市 タワーレコード ららぽーとTOKYO-BAY店

千葉県 柏市 タワーレコード　セブンパークアリオ柏店

千葉県 柏市 HMV ららぽーと柏の葉

千葉県 柏市 HMV ららぽーと柏の葉

千葉県 八千代市 HMV イオンモール八千代緑ヶ丘

千葉県 八千代市 HMV イオンモール八千代緑ヶ丘

千葉県 流山市 紀伊國屋書店 流山おおたかの森店

東京都 稲城市 コーチャンフォー若葉台店 

東京都 江東区 HMV ららぽーと豊洲

東京都 江東区 タワーレコードミニ　ダイバーシティ東京

東京都 江東区 HMV ららぽーと豊洲

東京都 江東区 タワーレコードミニ　ダイバーシティ東京

東京都 港区 タワーレコードミニ　汐留店

東京都 港区 タワーレコードミニ　汐留店

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 足立区 スーパーブックス　竹ノ塚駅前店

東京都 武蔵村山市 HMV イオンモールむさし村山

東京都 豊島区 ㈱五番街　東武プラザ

東京都 豊島区 HMV　エソラ池袋店

東京都 立川市 タワーレコードららぽーと立川立飛店

東京都 練馬区 タワーレコード　リヴィン光が丘店

神奈川県 横浜市 ＨＭＶ　ららぽーと横浜　　　　

神奈川県 横浜市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　金沢八景店

神奈川県 横浜市 タワーレコード西武東戸塚店

神奈川 座間市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　座間店

神奈川県 川崎市 タワーレコード　グランツリー武蔵小杉店

神奈川県 川崎市 ＨＭＶ　ラゾーナ川崎　　　　　

神奈川県 相模原市 タワーレコードアリオ橋本店

神奈川県 藤沢市 タワーレコード　藤沢オーパ店　

新潟県 新潟市 紀伊國屋書店 新潟店

富山県 高岡市 HMV イオンモール高岡

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 小松市 Ｄｉｓｃファン



福井県 福井市 紀伊國屋書店 福井店

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

長野県 塩尻市 平安堂塩尻店

長野県 岡谷市 笠原書店　レイクウォーク店

長野県 佐久市 平安堂佐久インターウェーブ店

長野県 上田市 タワーレコード　上田店　　　　

長野県 上田市 平安堂上田しおだ野店

長野県 諏訪市 平安堂諏訪店

長野県 千曲市 平安堂更埴店

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 飯田市 平安堂座光寺店

長野県 飯田市 平安堂飯田店

岐阜県 各務原市 HMV イオモール各務原

岐阜県 本巣市 タワーレコードモレラ岐阜

静岡県 掛川市 イケヤ　アピタ掛川店　　

静岡県 湖西市 イケヤ文楽館　湖西店

静岡県 沼津市 イケヤ　沼津イシバシプラザ店

静岡県 静岡市 タワーレコード　静岡店　　　　

静岡県 藤枝市 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝瀬戸新屋店

静岡県 磐田市 タワーレコード　ららぽーと磐田

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 イケヤ　イオンモール浜松志都呂店

静岡県 浜松市 ＨＭＶ　イオンモール浜松市野

愛知県 安城市 本の王国安城店

愛知県 一宮市 HMV イオンモール木曽川

愛知県 岡崎市 ＨＭＶ　イオンモール岡崎　　　

愛知県 刈谷市 本の王国刈谷店

愛知県 西春日井郡 紀伊國屋書店 名古屋空港店

愛知県 西尾市 あおい書店　西尾ＣＤ館店

愛知県 丹羽郡 HMV イオンモール扶桑

愛知県 知多郡 タワーレコード　東浦店

愛知県 長久手市 えみたす長久手店

愛知県 豊川市 あおい書店　豊川店

愛知県 豊川市 豊川堂　プリオ豊川店



愛知県 豊田市 本の王国　豊田吉原店

愛知県 豊田市 本の王国豊田吉原店

愛知県 北名古屋市 ＭＵＳＩＣ　ＢＯＯＴＨ　ＢＵＮＫＡＤＯ

愛知県 名古屋市 フタバ図書ＴＥＲＡワンダーシティ店

愛知県 名古屋市 音楽堂　サカエチカ店　

愛知県 名古屋市 ＨＭＶ　イオンモールナゴヤドーム前

愛知県 名古屋市 タワーレコード　大高店　　　　

愛知県 名古屋市 ＨＭＶ　イオンモール熱田　　　

愛知県 名古屋市 HMV  栄

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

京都府 久世郡 （株）JEUGIAイオン久御山

京都府 京都市 HMVカナート洛北

京都府 京都市 （株）JEUJIA三条本店

大阪府 茨木市 （株）JEUGIAイオン茨木

大阪府 高槻市 タワーレコード西武高槻

大阪府 堺市 タワ-レコ-ド北花田店

大阪府 堺市 ミヤコ　アリオ鳳店

大阪府 川西市 ミヤコ　モザイクボックス川西店

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 タワ-レコ-ド梅田大阪マルビル店

大阪府 大阪市 ディスクピア日本橋店

大阪府 大阪市 HMVグランフロント大阪店

大阪府 大阪市 タワ-レコ-ド難波店

大阪府 大阪市 （株）JEUGIA上本町近鉄

大阪府 大阪市 （株）ヨドバシカメラ　MM梅田B2

大阪府 大阪市 タワーレコード　梅田NU茶屋町店

大阪府 八尾市 タワーレコード　アリオ八尾店

大阪府 富田林市 WAY書店 TSUTAYA 富田林店

大阪府 枚方市 枚方　蔦屋書店

大阪府 枚方市 タワ-レコ-ドミニくずはモ－ル店

大阪府 和泉市 HMVららぽ-と和泉店

兵庫県 伊丹市 HMV　イオンモール伊丹

兵庫県 伊丹市 ミヤコ　イオンモール伊丹昆陽店

兵庫県 加古川市 紀伊國屋書店 加古川店

兵庫県 洲本市 宮脇書店　イオン洲本店

兵庫県 神戸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　三宮店



兵庫県 神戸市 サウンド　エリア　センティ

兵庫県 神戸市 HMV　三宮VIVRE店

兵庫県 神戸市 大畜　西神店

兵庫県 神崎郡 TSUTAYA WAY 福崎店

兵庫県 西宮市 HMV　阪急西宮ガーデンズ

兵庫県 西宮市 タワーミニ　ららぽーと甲子園店

兵庫県 豊岡市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ豊岡店

兵庫県 明石市 WAY書店 TSUTAYA 西明石店

兵庫県 明石市 タワーレコード明石店

奈良県 橿原市 タワーレコード橿原店

奈良県 御所市 TSUTAYA WAY 御所店

奈良県 天理市 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ天理店

奈良県 奈良市 WAY書店 TSUTAYA奈良押熊店

和歌山県 海南市 TSUTAYA WAY 海南店

和歌山県 岩出市 WAY ミレニアシティ岩出店

和歌山県 橋本市 TSUTAYA WAY 橋本店

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 日高郡 WAY書店 TSUTAYA美浜店

和歌山県 有田郡 TSUTAYA WAY 有田川店

和歌山県 和歌山市 WAY書店 TSUTAYA 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

鳥取県 鳥取市 今井書店　吉成店サウンドスタジアム

島根県 松江市 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER

島根県 大田市 ブックセンタージャスト　大田店

島根県 浜田市 ブックセンタージャスト　浜田店

岡山県 岡山市 紀伊國屋書店 クレド岡山店

岡山県 岡山市 HMVイオンモール岡山

岡山県 倉敷市 タワーレコードアリオ倉敷店

岡山県 倉敷市 タワーレコードイオンモール倉敷店

広島県 安芸郡 フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店

広島県 広島市 フタバ図書ＭＥＧＡ祇園中筋店

広島県 広島市 フタバ図書ＧＩＧＡ宇品店

広島県 広島市 フタバ図書ＧＩＧＡ上安店

広島県 広島市 フタバ図書ＧＩＧＡ祗園店

広島県 広島市 フタバ図書Λｌｔｉアルパーク店



広島県 広島市 フタバ図書ＧＩＧＡ五日市店

広島県 広島市 フタバ図書 ジ アウトレット広島店

広島県 広島市 エディオン広島本店ディスクシティ

広島県 福山市 フタバ図書Λｌｔｉ福山本店

山口県 下関市 宮脇書店　ゆめシティ店

山口県 下松市 明林堂書店　ゆめタウン下松店

山口県 山口市 文榮堂ヴィレッジヴォイス

徳島県 徳島市 紀伊國屋書店 徳島店

徳島県 板野郡 紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店

香川県 さぬき市 宮脇書店　志度店　

香川県 さぬき市 宮脇書店　寒川店

香川県 綾歌郡 宮脇書店　綾南店

香川県 丸亀市 紀伊國屋書店 丸亀店

香川県 高松市 宮脇書店　イオン高松店

香川県 高松市 タワーレコード高松丸亀町店

香川県 三豊市 宮脇書店　三豊店

香川県 仲多度郡 宮脇書店　新多度津店

愛媛県 宇和島市 宮脇書店　宇和島店

高知県 高知市 HMVイオンモール高知

福岡県 うきは市 明林堂書店　ゆめマートうきは店

福岡県 みやま市 積文館書店 高田店

福岡県 遠賀郡 ゆめタウン遠賀白石書店

福岡県 久留米市 ブックセンタークエストエマックス 久留米店

福岡県 久留米市 タワーレコード久留米店

福岡県 糟屋郡 フタバ図書ＴＥＲＡイオンモール福岡店

福岡県 糟屋郡 明林堂書店　イオン福岡東店

福岡県 大川市 福岡金文堂大川店

福岡県 大牟田市 積文館書店 大牟田店

福岡県 大野城市 積文館書店 大野城店

福岡県 筑紫野市 積文館書店　筑紫野店

福岡県 直方市 HMVイオンモール直方店

福岡県 八女市 明林堂書店　ゆめタウン八女店

福岡県 飯塚市 Ａ’ＢＯＯＫイオン穂波店

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 積文館書店 小田部店

福岡県 福岡市 タワーレコード香椎浜



福岡県 福岡市 ミュージックプラザインドウ

福岡県 福岡市 ヨシダ楽器　イオン福岡伊都店

福岡県 福津市 HMVイオンモール福津

福岡県 北九州市 ブックセンタークエスト黒崎本店

福岡県 北九州市 ブックセンタークエスト 小倉本店

福岡県 北九州市 ブックセンタークエスト 鞘ヶ谷店

福岡県 北九州市 松田楽器店

福岡県 北九州市 タワーレコード若松店

佐賀県 伊万里市 積文館書店 伊万里店

佐賀県 杵島郡 積文館書店 江北店

佐賀県 佐賀市 紀伊國屋書店 佐賀店

佐賀県 佐賀市 タワーレコード佐賀店

佐賀県 三養基郡 積文館書店 上峰店

佐賀県 西松浦郡 積文館書店 有田店

佐賀県 武雄市 明林堂書店　ゆめタウン武雄店

長崎県 佐世保市 川下本店

熊本県 熊本市 明林堂書店　長嶺店

熊本県 熊本市 明林堂書店　サンピアン店

熊本県 熊本市 紀伊國屋書店 熊本はません店

熊本県 熊本市 ムラヤマレコード　イオン熊本中央店

熊本県 荒尾市 明林堂書店　ゆめタウンあらお店

大分県 大分市 明林堂書店　大分本店

大分県 大分市 紀伊國屋書店 大分店

大分県 大分市 エトウ南海堂

大分県 大分市 HMVパークプレイス大分店

大分県 中津市 明林堂書店　ゆめタウン中津店

大分県 別府市 明林堂書店　ゆめタウン別府店

宮崎県 小林市 明林堂書店　小林店

宮崎県 日向市 明林堂書店　イオンタウン日向店

鹿児島県 鹿児島市 紀伊國屋書店 鹿児島店

鹿児島県 鹿児島市 タワーレコードアミュプラザ鹿児島

沖縄県 那覇市 ミュージックボックスミツトモ

EC EC タワーレコード　オンライン

EC EC ヨドバシドットコム

全国 全国 山野楽器/CD/DVD取扱店及びオンライン含む

全国 全国 新星堂　ＣＤ/ＤＶＤ取扱店舗


