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北海道 旭川市 コーチャンフォー旭川店

北海道 旭川市 We'sイオンモール旭川西店

北海道 岩見沢市 玉光堂イオン岩見沢店

北海道 釧路市 コーチャンフォー釧路店

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 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 玉光堂カテプリ店

北海道 室蘭市 We's室蘭店

北海道 小樽市 玉光堂小樽本店

北海道 石狩市 We's石狩緑苑台店

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 函館　蔦屋書店

北海道 北見市 コーチャンフォー北見店

北海道 留萌市 吉崎レコード

青森県 八戸市 新星堂八戸ニュータウン店

宮城県 栗原市 ブックセンター湘南栗原店

宮城県 石巻市 バンダレコードイオンモール石巻店

宮城県 大崎市 レコードショップセブン

宮城県 登米市 ＫＥＹ　ＳＴＡＴＩＯＮ

秋田県 大館市 ＴＳＵＴＡＹＡ　大館店

秋田県 湯沢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　湯沢店

山形県 新庄市 丸井八文字屋

山形県 鶴岡市 新星堂鶴岡店

山形県 東根市 バンダレコードイオン東根店

福島県 いわき市 ＴＳＵＴＡＹＡ　上荒川店

福島県 会津若松市 ＴＳＵＴＡＹＡ　会津アピオ店

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

福島県 福島市 バンダレコードイオン福島店

茨城県 古河市 東洋堂

茨城県 水戸市 新星堂水戸店

栃木県 宇都宮市 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮南店

群馬県 邑楽郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　大泉店

埼玉県 久喜市 蔦屋書店　フォレオ菖蒲店

千葉県 館山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　館山店

千葉県 山武郡 丸越楽器

千葉県 市原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　市原五井店

千葉県 柏市 新星堂　カルチェ５柏店

千葉県 木更津市 ＴＳＵＴＡＹＡ　木更津店

東京都 江戸川区 音曲堂

東京都 台東区 音のヨーロー堂

東京都 中央区 銀座山野楽器本店

東京都 豊島区 五番街

東京都 墨田区 セキネ楽器店

東京都 東大和市 新星堂東大和ヨーカドー店

東京都 八王子市 山野楽器セレオ八王子店

神奈川県 横浜市 新星堂上大岡店

神奈川県 大和市 新星堂大和鶴間ヨーカドー店

新潟県 小千谷市 宮脇書店　小千谷店

新潟県 上越市 ＴＳＵＴＡＹＡ　上越インター店



新潟県 新発田市 蔦屋書店　新発田店

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

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

長野県 小諸市 蔦屋書店　佐久小諸店

静岡県 三島市 バンダレコード三島店

静岡県 静岡市 蔦屋書店　静岡本店

静岡県 藤枝市 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝瀬戸新屋店

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 名音堂

岐阜県 郡上市 三洋堂書店　大和店

愛知県 岡崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店

愛知県 春日井市 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店

愛知県 小牧市 イケヤイオン小牧店

愛知県 豊橋市 ツバメ屋楽器店

愛知県 名古屋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店

愛知県 名古屋市 音楽堂サカエチカ店

三重県 桑名市 サウンドイン松岡

三重県 鈴鹿市 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店

三重県 鈴鹿市 みどり楽器

三重県 伊勢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店

滋賀県 近江八幡市 西村文明堂レコード店

滋賀県 栗東市 平和書店アル・プラザ栗東店

滋賀県 甲賀市 平和書店アル・プラザ水口店

滋賀県 大津市 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　アル・プラザ瀬田店

滋賀県 大津市 平和書店　坂本店

京都府 宇治市 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　小倉店

京都府 亀岡市 内藤時計楽器　西友店

京都府 京田辺市 ＴＳＵＴＡＹＡ　松井山手駅前店

京都府 城陽市 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店

京都府 草津市 JEUGIA草津A-SQUARE店

京都府 舞鶴市 さとうバザールタウン舞鶴 

大阪府 茨木市 平和書店　アル・プラザ茨木店

大阪府 岸和田市 ヤングレコード本店

大阪府 高槻市 タワーレコード高槻阪急店

大阪府 堺市 ヤマブキレコード

大阪府 泉南市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　りんくう泉南店

大阪府 大阪市 山野楽器イオンモール鶴見緑地店

大阪府 大阪市 新星堂天王寺ミオ店

大阪府 大阪市 タワーレコード梅田大阪マルビル店

大阪府 大阪市 あこや楽器店　本店

大阪府 大阪市 ディスクピア日本橋店

大阪府 大阪市 タワーレコード難波店

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 タワーレコードあべのＨｏｏｐ店

大阪府 大阪市 JEUGIA上本町近鉄店

大阪府 八尾市 山野楽器リノアス八尾店

大阪府 豊中市 ＴＳＵＴＡＹＡ　上新田店

大阪府 枚方市 枚方　蔦屋書店

大阪府 和泉市 マルゼン楽器本店

兵庫県 伊丹市 ミヤコイオンモール伊丹昆陽店

兵庫県 神戸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　名谷駅前店

兵庫県 神戸市 サウンドエリアセンティ

兵庫県 神戸市 タワーレコード神戸店

兵庫県 姫路市 ＴＳＵＴＡＹＡ　熊見店

兵庫県 姫路市 姫路ミヤコ

兵庫県 豊岡市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ豊岡店

兵庫県 明石市 前田楽器

奈良県 大和郡山市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大和郡山店

奈良県 天理市 クラモトレコード

鳥取県 鳥取市 今井書店　吉成店サウンドスタジアム

鳥取県 米子市 ＴＳＵＴＡＹＡ　角盤町店



島根県 松江市 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER

岡山県 岡山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　十日市店

岡山県 岡山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　高屋店

岡山県 岡山市 大森楽器店

岡山県 赤磐市 ＴＳＵＴＡＹＡ　山陽店

岡山県 倉敷市 ＴＳＵＴＡＹＡ　中島店

広島県 広島市 エディオン広島本店

広島県 三原市 福原レコード

山口県 防府市 ＴＳＵＴＡＹＡ　防府店

香川県 丸亀市 紀伊國屋書店丸亀店

愛媛県 松山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＩＬＬ　三津店

高知県 吾川郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　いの店

高知県 香南市 ＴＳＵＴＡＹＡ　野市店

高知県 高知市 ＴＳＵＴＡＹＡ　土佐道路店

高知県 高知市 ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店

高知県 高知市 ＴＳＵＴＡＹＡ　御座店

高知県 高知市 サークルミュージック

高知県 高知市 HMVイオンモール高知

高知県 四万十市 ＴＳＵＴＡＹＡ　四万十店

高知県 四万十市 明屋書店四万十川店

高知県 須崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　須崎店

高知県 中村市 東京堂

高知県 土佐市 ＴＳＵＴＡＹＡ　高岡店

高知県 南国市 ＴＳＵＴＡＹＡ　南国店

福岡県 大川市 福岡金文堂大川店

福岡県 大牟田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　ゆめタウン大牟田店

福岡県 福岡市 平尾レコード店

福岡県 北九州市 松田楽器店

長崎県 佐世保市 カワシモレコード

長崎県 長崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ浜町店

長崎県 島原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店

大分県 大分市 エトウ南海堂

熊本県 宇城市 蔦屋書店　小川町

熊本県 宇土市 ムラヤマレコード宇土シティモール店

熊本県 熊本市 蔦屋書店　熊本三年坂

熊本県 上益城郡 蔦屋書店　嘉島

宮崎県 延岡市 We's延岡店

鹿児島県 鹿屋市 ブックスミスミ　鹿屋店

鹿児島県 鹿児島市 We's鹿児島店

鹿児島県 霧島市 宮田カンパニー

沖縄県 那覇市 サウンドボックスミツトモ

EC EC TSUTAYA　オンラインショッピング（ご予約分のみ対象）

EC EC タワーレコード オンライン

EC EC amazon


