
県名 区市町 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 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 釧路郡 玉光堂イオン釧路店

北海道 釧路市 玉光堂イオンモール釧路昭和店

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 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 札幌市 ミュージックショップ音楽処

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 玉光堂イオン帯広店

北海道 帯広市 玉光堂帯広イトーヨーカドー店

北海道 帯広市 ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＭＥＧＡ ＭＡＣ店

北海道 帯広市 ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＷＯＷ店

北海道 帯広市 浅原栄陽堂

北海道 函館市 玉光堂函館駅前ビル店

北海道 北見市 玉光堂イオン北見店

北海道 北見市 コーチャンフォー北見店

北海道 留萌市 留萌ブックセンター

北海道 留萌市 吉崎レコード

岩手県 盛岡市 バンダR　イオンモール盛岡南店

岩手県 盛岡市 Ｍ’ｓ　ＥＸＰＯ　盛岡店

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Rイオンモール石巻

宮城県 富谷市 バンダR　イオンモール富谷店

山形県 山形市 八文字屋北店

山形県 酒田市 みずほ八文字屋

山形県 長井市 八文字屋長井店

山形県 鶴岡市 八文字屋鶴岡店

山形県 天童市 ＴＥＮＤＯ八文字屋

山形県 東根市 バンダRイオン東根店

福島県 相馬市 モリタミュージック

福島県 福島市 SASYU鎌田店

茨城県 ひたちなか市 リブロ ひたちなか店

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 草加市 よむよむ 草加松原店

千葉県 柏市 新星堂カルチェ５柏店

千葉県 流山市 紀伊國屋書店流山おおたかの森店

東京都 武蔵野市 新星堂武蔵境ヨーカドー店

神奈川県 横浜市 新星堂上大岡店

神奈川県 横浜市 紀伊國屋書店横浜店

新潟県 新潟市 紀伊國屋書店新潟店

富山県 魚津市 トオンミュージック　魚津店

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 discFAN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

汎用柄ポストカード提供店



石川県 鹿島郡 きくざわ書店アルプラザ鹿島店

福井県 鯖江市 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ鯖江店

福井県 福井市 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ大和田店

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

山梨県 甲斐市 新星堂ラザウォーク甲斐双葉店

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 佐久市 平安堂佐久インターウェーブ店

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 平安堂若槻店

岐阜県 岐阜市 新星堂カラフルタウン岐阜店

愛知県 岡崎市 本の王国　岡崎店

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

大阪府 堺市 紀伊國屋書店アリオ鳳店

大阪府 大阪市 Joshin日本橋店ディスクピア

大阪府 大阪市 紀伊國屋書店梅田本店ＤＶＤ

奈良県 大和郡山市 Ｍｕｓｉｃ　Ｓｈｏｐ　ＢＩＧ　大和郡山店

鳥取県 鳥取市 ブックセンターコスモ吉方店

島根県 出雲市 ブックセンターコスモ出雲店

島根県 松江市 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER

広島県 廿日市市 紀伊國屋書店ゆめタウン廿日市店

広島県 福山市 久松商会

山口県 下松市 紀伊國屋書店ゆめタウン下松店

徳島県 板野郡 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店

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 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店

佐賀県 佐賀市 紀伊國屋書店　佐賀店

長崎県 長崎市 紀伊國屋書店長崎店

熊本県 人吉市 ブックスミスミ　人吉店

宮崎県 都城市 ＴＳＵＴＡＹＡ　都城店

宮崎県 日向市 ブックスミスミ  日向店

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 ブックスミスミ　オプシア

鹿児島県 鹿児島市 ブックスミスミ　七ツ島店


