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■ポストカード（Ver.ブラック）対象店舗
■ポストカード（Ver.ブラック）対象店舗■ポストカード（Ver.ブラック）対象店舗
■ポストカード（Ver.ブラック）対象店舗

店名
店名店名
店名 都道府県

都道府県都道府県
都道府県

GEO

（各店先着順となります。一部お取扱の無い店舗がございます。）

全国

ディスクユニオン

※一部取扱の無い店舗もございます。

玉光堂小樽駅前店 北海道

玉光堂イオン小樽店 北海道

玉光堂四丁目店 北海道

玉光堂ポールタウン店 北海道

玉光堂パセオ店 北海道

玉光堂新さっぽろ店 北海道

玉光堂イオン藻岩店 北海道

玉光堂イオン千歳店 北海道

玉光堂イオン江別店 北海道

玉光堂イオン岩見沢店 北海道

玉光堂旭川店 北海道

玉光堂五稜郭店 北海道

玉光堂イオン帯広店 北海道

玉光堂帯広イトーヨーカドー店 北海道

玉光堂イオン釧路店 北海道

玉光堂イオンモール釧路昭和店 北海道

玉光堂イオン北見店 北海道

玉光堂　イオンモール平岡店 北海道

玉光堂イオン名寄店 北海道

玉光堂イーアス札幌店 北海道

玉光堂　イオンモール発寒店 北海道

玉光堂イオン桑園店 北海道

玉光堂ダイエー琴似店 北海道

玉光堂　イオン手稲山口店 北海道

リラィアブルブックス根室店 北海道

コーチャンフォー美しが丘店 北海道

コーチャンフォー釧路店 北海道

コーチャンフォーミュンヘン大橋店 北海道

コーチャンフォー新川通り店 北海道

コーチャンフォー旭川店 北海道

コーチャンフォー北見店 北海道

コーチャンフォー若葉台店 東京都

Ｍ'ｓレコード　アルテ店 岩手県

Ｍ'ｓ　ＥＸＰＯ　盛岡店 岩手県

新星堂　国分寺駅ビル店 東京都

新星堂　カルチェ５柏店 千葉県

新星堂　仙台長町店 宮城県

WonderGOO横浜ザ・ダイヤモンド店 神奈川県

バンダレコード　所沢本店 埼玉県

バンダレコード　本川越ペペ店 埼玉県

バンダレコード　福島西道路店 福島県

バンダレコードＬＩＶＩＮ田無店 東京都

ＣＤ・ＤＶＤのライオン堂 高宮店 長野県

バンダレコード イオン板橋ショッピングセンター店 東京都
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都道府県都道府県
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バンダレコードイオン福島店 福島県

バンダレコードさくら野弘前店 青森県

バンダレコードイオン大井店 埼玉県

バンダレコードイオン大宮店 埼玉県

バンダレコード仙台泉大沢店 宮城県

バンダレコード　新所沢パルコ店 埼玉県

バンダレコード　イオン盛岡南店 岩手県

バンダレコード　ステラタウン店 埼玉県

バンダレコード イオンモールつくば店 茨城県

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　イオンモール新瑞橋店 愛知県

玉光堂イトーヨーカドー広畑店 兵庫県

バンダレコードイオンモール土浦店 茨城県

バンダレコードイオン仙台中山店 宮城県

勝木書店ＫａＢｏＳ宮前平店 神奈川県

宮脇書店　佐野店 栃木県

北野書店本店 神奈川県

ブックエース我孫子店 千葉県

ブックスＫＡＴＯＨ都留店 山梨県

ミュージックワールド　アピタ市原店 千葉県

オークスメディアパーク野田店プラスゲオ 千葉県

ＭＵＳＩＣ　ＭＥＤＩＡ菖蒲店 埼玉県

ＡＣＡＤＥＭＩＡイーアスつくば店 茨城県

ＭＥＤＩＡ木更津店 千葉県

くまざわ書店　宇都宮店 栃木県

笠原書店　本店 長野県

文教堂　朝霞マルエツ店 埼玉県

文教堂　本庄店 埼玉県

文教堂　岩槻店 埼玉県

文教堂　横浜北山田店 神奈川県

文教堂　中山とうきゅう店 神奈川県

文教堂　伊東店 静岡県

文教堂　ユーカリが丘店 千葉県

ＭＵＳＩＣストア文教堂浜松町店 東京都

文教堂　経堂店 東京都

文教堂　市ヶ谷店 東京都

文教堂　東陽町駅前店 東京都

文教堂　湯ノ川店 北海道

文教堂　宮の森店 北海道

文教堂　新柏店 千葉県

文教堂　都賀店 千葉県

文教堂　川間店 千葉県

文教堂　竹ノ塚駅前店 東京都

文教堂　今市店 栃木県

文教堂　八橋店 秋田県

宮脇書店　刈谷店 愛知県

宮脇書店　久居店 三重県

豊川堂　プリオ豊川店 愛知県

こみかるはうす可児店 岐阜県

こみかるはうす関店 岐阜県

テラ 三重県

本のメグリア三好店 愛知県
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大垣書店　ＧＲＯＳ　ＡＭＵＳＥＲ　富士宮店 静岡県

ブックスオオトリ四つ木メディア店 東京都

文教堂・アニメガ南大沢店 東京都

文教堂河辺とうきゅう店 東京都

ミュージックショップスマイル　大河原Ｆｏｒｔｅ店 宮城県

マルイミュージック 埼玉県

アビーロード　松戸店 千葉県

スクラム　古川店 宮城県

スクラム　大河原店 宮城県

スクラム　東根店 山形県

スクラム　利府店 宮城県

スクラム　石巻店 宮城県

スクラム　大館店 秋田県

スクラム　鏡石店 福島県

スクラム　八戸城下店 青森県

フタバ図書広店 広島県

フタバ図書八本松店 広島県

フタバ図書ＭＥＧＡ祇園中筋店 広島県

フタバ図書ＧＩＧＡ呉駅レクレ店 広島県

フタバ図書大竹店 広島県

フタバ図書海田店 広島県

フタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店 広島県

フタバ図書三次店 広島県

フタバ図書広大前店 広島県

フタバ図書ＧＩＧＡ宇品店 広島県

フタバ図書ＧＩＧＡフレスタモール岩国店 山口県

フタバ図書ＧＩＧＡ今宿店 福岡県

フタバ図書ＧＩＧＡ福大前店 福岡県

フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店 広島県

フタバ図書ＴＥＲＡ福岡東店 福岡県

フタバ図書ＧＩＧＡ福岡春日店 福岡県

フタバ図書可部センター店 広島県

フタバ図書ＧＩＧＡ上安店 広島県

フタバ図書ＭＥＧＡ岡山青江店 岡山県

フタバ図書ＧＩＧＡ防府店 山口県

フタバ図書Λｌｔｉ福山本店 広島県

フタバ図書ＧＩＧＡ祗園店 広島県

フタバ図書ＴＥＲＡワンダーシティ店 愛知県

フタバ図書Λｌｔｉアルパーク店 広島県

フタバ図書ＧＩＧＡ五日市店 広島県

メディアステーションＢＩＧ　高松店 香川県

ミュージックショップBIG　赤穂店 兵庫県

メディアステーションＢＩＧ　猪名川店 兵庫県

メディアステーションBIG　高梁店 岡山県

ミュージックショップBIG　三田店 兵庫県

ミュージックショップBIG　甲子園店 兵庫県

ミュージックショップBIG　大垣南店 岐阜県

ミュージックショップBIG　高の原店 京都府

メディアステーションＢＩＧ　つかしん店 兵庫県

メディアステーションＢＩＧ　岐阜店 岐阜県

メディアステーションＢＩＧ　小野田店 山口県

メディアステーションＢＩＧ　八幡東店 福岡県
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ミュージックショップＢＩＧ　周南店 山口県

ミュージックショップＢＩＧ　小倉店 福岡県

ミュージックショップＢＩＧ　下松店 山口県

ミュージックショップＢＩＧ　久世店 岡山県

メディアステーションＢＩＧ　大和郡山店 奈良県

ミュージックショップＢＩＧ　長府店 山口県

ミュージックショップＢＩＧ　宗像店 福岡県

メディアステーションＢＩＧ　加古川店 兵庫県

メディアステーションＢＩＧ　豊川店 愛知県

メディアステーションＢＩＧ　防府店 山口県

メディアステーションＢＩＧ　御経塚店 石川県

ミュージックショップＢＩＧ　四日市店 三重県

メディアステーションＢＩＧ　金沢八景店 神奈川県

メディアステーションBIG　東員店 三重県

メディアステーションBIG　奈良店 奈良県

メディアステーションBIG　綾川店 香川県

三洋堂書店　新開橋店 愛知県

三洋堂書店　鳥居松店 愛知県

三洋堂書店　香久山店 愛知県

三洋堂書店　土岐店 岐阜県

三洋堂書店　大野店 岐阜県

三洋堂書店　半田店 愛知県

三洋堂書店　こくふ店 岐阜県

三洋堂書店　星川店 三重県

三洋堂書店　高浜店 愛知県

三洋堂書店　穂積店 岐阜県

三洋堂書店　近江八幡店 滋賀県

三洋堂書店　高富店 岐阜県

三洋堂書店　清洲店 愛知県

三洋堂書店　新関店 岐阜県

三洋堂書店　八日市店 滋賀県

三洋堂書店　高山バロー店 岐阜県

三洋堂書店　サーキット通り店 三重県

三洋堂書店　本巣店 岐阜県

三洋堂書店　大安寺店 奈良県

三洋堂書店　多治見南店 岐阜県

三洋堂書店　ひしの店 愛知県

三洋堂書店　大田川店 愛知県

三洋堂書店　大和店 岐阜県

三洋堂書店　北勢店 三重県

三洋堂書店　桑名店 三重県

三洋堂書店　岩村店 岐阜県

三洋堂書店　新恵那店 岐阜県

三洋堂書店　新大垣店 岐阜県

三洋堂書店　乙川店 愛知県

三洋堂書店　高月店 滋賀県

三洋堂書店　長浜店 滋賀県

三洋堂書店　西尾店 愛知県

三洋堂書店　各務原店 岐阜県

三洋堂書店　精華店 京都府

三洋堂書店　桜井店 奈良県

三洋堂書店　榛原店 奈良県
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三洋堂書店　駒ヶ根店 長野県

三洋堂書店　川辺店 岐阜県

三洋堂書店　南濃店 岐阜県

三洋堂書店　平群店 奈良県

三洋堂書店　中野橋店 愛知県

三洋堂書店　大台店 三重県

三洋堂書店　岬店 千葉県

三洋堂書店　垂井店 岐阜県

三洋堂書店　白塚店 三重県

三洋堂書店　香芝店 奈良県

三洋堂書店　阪南店 大阪府

三洋堂書店　高山店 岐阜県

三洋堂書店　せき東店 岐阜県

三洋堂書店　豊川店 愛知県

三洋堂書店　みのかも店 岐阜県

三洋堂書店　市原牛久店 千葉県

三洋堂書店　名張店 三重県

三洋堂書店　生桑店 三重県

三洋堂書店　城山店 愛知県

三洋堂書店　瑞浪中央店 岐阜県

三洋堂書店　下恵土店 岐阜県

三洋堂書店　小浜店 福井県

三洋堂書店　志段味店 愛知県

三洋堂書店　富田店 三重県

三洋堂書店　大ぐち店 愛知県

三洋堂書店　豊さと店 滋賀県

三洋堂書店　中つ川店 岐阜県

三洋堂書店　当知店 愛知県

三洋堂書店　磐田店 静岡県

三洋堂書店　橿原神宮店 奈良県

きくざわ書店アルプラザ鹿島店 石川県

北国書林Ｖサウンド　アルプラザ金沢店 石川県

北国書林Ｖサウンド松任店 石川県

北国書林Ｖサウンド辰口店 石川県

北国書林Ｖサウンド輪島店 石川県

勝木書店ＫａＢｏＳ大野店 福井県

勝木書店ＫａＢｏＳワイプラザ店 福井県

勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ敦賀店 福井県

勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ鯖江店 福井県

勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳワッセ店 福井県

勝木書店ＫａＢｏＳ上荒屋店 石川県

勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ大和田店 福井県

勝木書店ＫａＢｏＳベル店 福井県

勝木書店ＫａＢｏＳ大桑店 石川県

勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ新二の宮店 福井県

ＢＯＯＫＳなかだ　魚津店 富山県

ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店 石川県

ＢＯＯＫＳなかだ　婦中店 富山県

ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店 富山県

ＢＯＯＫＳなかだ　小松大領店 石川県

ＢＯＯＫＳなかだ　大沢野店 富山県

ＢＯＯＫＳなかだ　北の森店 富山県
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平惣　阿南センター店 徳島県

平惣　羽ノ浦国道店 徳島県

平惣　小松島店 徳島県

平惣レコード　徳島店 徳島県

平惣　田宮店 徳島県

平惣　川内店 徳島県

平惣　タクト店 徳島県

ＧＲＯＳ　ＲＥＣＯＲＤ　豊橋南店 愛知県

夢屋書店　半田店 愛知県

夢屋書店　西尾店 愛知県

本の王国　浜松雄踏店 静岡県

明林堂書店　ゆめタウン別府店 大分県

今井書店　吉成店サウンドスタジアム 鳥取県

今井書店　湖山メディア館 鳥取県

本の学校メディア館 鳥取県

STUDIO WONDER　ゆめタウン出雲店 島根県

STUDIO WONDERイオン松江店 島根県

今井書店グループセンター店STUDIO WONDER 島根県

STUDIO WONDERイオンモール日吉津店 鳥取県

宮脇書店　ブックスフリーウェイ新見店 岡山県

宮脇書店　岡山本店 岡山県

宮脇書店　連島店 岡山県

宮脇書店　鴨方店 岡山県

宮脇書店　泉佐野店 大阪府

宮脇書店鳥取北店 鳥取県

ＡＢＣ　坂本店 滋賀県

ＡＢＣ　宇治東店 京都府

平和書店　アル・プラザ鯖江店 福井県

ＡＢＣ　枚方店 大阪府

ＡＢＣ　京田辺店 京都府

ＡＢＣ　香里園店 大阪府

平和書店　彦根店 滋賀県

平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ　堅田店 滋賀県

平和書店　アル・プラザ茨木店 大阪府

ＡＢＣ　敦賀店 福井県

ＡＢＣ　栗東店 滋賀県

ＴＳＵＴＡＹＡ　大津南郷店 滋賀県

ハイパーブックス　長浜店 滋賀県

ハイパーブックス　彦根店 滋賀県

ハイパーブックス　八日市店 滋賀県

ハイパーブックス　駒井沢店 滋賀県

ハイパーブックス　かがやき通り店 滋賀県

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ岩出店 和歌山県

ブックセンターコスモ岩吉店 鳥取県

ブックセンターコスモ吉方店 鳥取県

ブックセンターコスモ津山店 岡山県

ブックセンターコスモ出雲店 島根県

ビートゾーン 静岡県

明屋書店平井店 愛媛県

明屋書店石井店 愛媛県

明屋書店空港通り店 愛媛県

明屋書店ＭＥＧＡ平田店 愛媛県



7 / 7 ﾍﾟｰｼﾞ

店名
店名店名
店名 都道府県

都道府県都道府県
都道府県

明屋書店中央通店 愛媛県

明屋書店松前店 愛媛県

明屋書店ＭＥＧＡ西の土居店 愛媛県

明屋書店西条本店 愛媛県

明屋書店川之江店 愛媛県

明屋書店今治本店 愛媛県

明屋書店喜田村店 愛媛県

明屋書店大洲店 愛媛県

明屋書店八幡浜店 愛媛県

明屋書店宇和島明倫店 愛媛県

明屋書店下松店 山口県

明屋書店柳井店 山口県

明屋書店ＭＥＧＡ大内店 山口県

明屋書店小郡店 山口県

明屋書店厚狭店 山口県

明屋書店萩店 山口県

明屋書店高城店 大分県

明屋書店賀来店 大分県

明屋書店日田店 大分県

明屋書店コスモタウン佐伯店 大分県

明屋書店中津本店 大分県

明屋書店宇佐店 大分県

明屋書店豊後高田店 大分県

明屋書店小倉沼新町店 福岡県

明屋書店宗像店 福岡県

明屋書店伊加利店 福岡県

明屋書店下関長府店 山口県

明屋書店ＭＥＧＡ新下関店 山口県

クッキー明屋書店川内店 鹿児島県

イケヤ文楽館　高丘店 静岡県

イケヤ文楽館　湖西店 静岡県

ブックスミスミ　オプシア 鹿児島県

ブックスミスミ　七ツ島店 鹿児島県

ブックスミスミ　人吉店 熊本県

ブックスミスミ加治木バイパス店 鹿児島県

ドリームタウンミスミ　今津留店 大分県

ブックスミスミ　鹿屋店 鹿児島県

ＴＳＵＴＡＹＡ　都城店 宮崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ　日向店 宮崎県


