
 

都道府県 市区町村 店名 

北海道 旭川市 We'sイオンモール旭川西店 

北海道 旭川市 コーチャンフォー旭川店 

北海道 岩見沢市 玉光堂イオン岩見沢店 

北海道 札幌市 玉光堂四丁目店 

北海道 札幌市 玉光堂カテプリ店 

北海道 札幌市 ＨＭＶ札幌ステラプレイス 

北海道 室蘭市 We's室蘭店 

北海道 石狩市 We's石狩緑苑台店 

北海道 留萌市 吉崎レコード 

青森県 八戸市 フォーユー 八食店 

青森県 八戸市 新星堂八戸ニュータウン店 

宮城県 仙台市 タワーレコード 仙台パルコ店 

秋田県 横手市 柏谷楽器駅前店 

秋田県 秋田市 細川レコード 

山形県 鶴岡市 新星堂鶴岡店 

福島県 会津若松市 we's会津若松店 

茨城県 牛久市 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯひたち野うしく店 

茨城県 境町 楽園堂 

茨城県 水戸市 新星堂水戸店 

茨城県 土浦市 バンダレコード イオンモール土浦店 

群馬県 前橋市 紀伊國屋書店前橋店 

埼玉県 さいたま市 山野楽器そごう大宮店 

埼玉県 越谷市 新星堂新越谷駅ビル店 

埼玉県 深谷市 新星堂アリオ深谷店 

埼玉県 川越市 山野楽器丸広川越店 

埼玉県 蕨市 ミヤコ蕨 

千葉県 市川市 新星堂ニッケコルトンプラザ店 

千葉県 習志野市 タワーレコード 津田沼店 

千葉県 柏市 新星堂カルチェ５柏店 

東京都 江戸川区 音曲堂 

東京都 渋谷区 タワーレコード 渋谷店 

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 中野 名曲堂 

東京都 町田市 鈴木楽器店 

東京都 町田市 タワーレコード 町田店 

東京都 府中市 山野楽器府中フォーリス店 

東京都 豊島区 CDショップ 五番街 

東京都 北区 美声堂 



東京都 墨田区 セキネ楽器店 

東京都 立川市 新星堂ＴｅａｆｏｒＴｗｏＲ立川店 

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 オデオン堂 鶴見本店 

神奈川県 海老名市 新星堂海老名店 

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 タワーレコード 藤沢オーパ店 

神奈川県 平塚市 バンダレコード ららぽーと湘南平塚店 

新潟県 新潟市 we's新潟店 

新潟県 新潟市 ミュージックショップフジヤ 

新潟県 新潟市 紀伊國屋書店新潟店 

新潟県 長岡市 we's イオン長岡店 

石川県 白山市 新星堂アピタ松任店 

静岡県 浜松市 イケヤプレ葉ウォーク浜北店 

岐阜県 岐阜市 名音堂 

岐阜県 本巣市 タワーレコード モレラ岐阜店 

愛知県 小牧市 イケヤイオン小牧店 

愛知県 東浦町 タワーレコード 東浦店 

愛知県 豊橋市 新星堂アピタ向山店 

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 タワーレコード 名古屋近鉄パッセ店 

愛知県 名古屋市 濃尾商会 

愛知県 名古屋市 新星堂名古屋店 

愛知県 名古屋市 新星堂ｍｏｚｏワンダーシティ店 

愛知県 名古屋市 バンダレコード イオンモール名古屋茶屋店 

三重県 桑名市 サウンドイン松岡 

三重県 松阪市 ディスクイン村井楽器 

三重県 鈴鹿市 みどり楽器 

滋賀県 守谷市 北田レコード 

京都府 宇治市 和田電器 

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 堺市 紀伊國屋書店アリオ鳳店 

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 Joshin日本橋店ディスクピア 

大阪府 大阪市 タワーレコードあべの Hoop店 

大阪府 大阪市 新星堂天王寺ミオ店 

大阪府 大阪市 新星堂京橋店 

大阪府 東大阪市 ミヤコ瓢箪山店 



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 タワーレコード神戸店 

兵庫県 姫路市 毎日舎蓄音器店 

奈良県 橿原市 タワーレコード橿原店 

奈良県 大和郡山市 Ｍｕｓｉｃ Ｓｈｏｐ ＢＩＧ 大和郡山店 

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 広島市 エディオン広島本店 

広島県 三原市 福原レコード 

広島県 福山市 久松商会 

愛媛県 松山市 デュークショップ松山店 

福岡県 福岡市 ミュージックプラザインドウ 

福岡県 北九州市 松田楽器店 

福岡県 柳川市 甲斐田レコード店 

佐賀県 鳥栖市 さとう 

大分県 大分市 エトウ南海堂 

熊本県 菊池郡 紀伊國屋書店熊本光の森店 

熊本県 熊本市 ムラヤマレコード水前寺本店 

鹿児島県 鹿児島市 we's イオンモール鹿児島店 

EC EC 山野楽器オンラインショップ 

EC EC HMV&BOOKS online 

 


