
 

●ジャケット柄ステッカー対象店 

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 石狩市 We's石狩緑苑台店 

北海道 江別市 玉光堂イオン江別店 

北海道 北見市 玉光堂イオン北見店 

北海道 札幌市 玉光堂四丁目店 

北海道 札幌市 玉光堂カテプリ新さっぽろ店 

北海道 千歳市 玉光堂イオン千歳店 

北海道 室蘭市 We's室蘭店 

北海道 留萌市 吉崎レコード 

北海道 函館市 函館 蔦屋書店 

青森県 青森市 成田本店 しんまち店 

青森県 八戸市 フォーユー 八食店 

岩手県 盛岡市 Ｍ’ｓ ＥＸＰＯ 盛岡店 

宮城県 利府郡 バンダレコードイオンモール新利府北館店 

宮城県 栗原市 ブックセンター湘南栗原店 

宮城県 柴田郡 ミュージックショップ スマイル 大河原フォルテ店 

宮城県 仙台市 タワーレコード 仙台パルコ店 

宮城県 仙台市 新星堂ザ・モール仙台長町店 

宮城県 仙台市 バンダレコードイオン仙台中山店 

秋田県 秋田市 細川レコード 

秋田県 横手市 柏谷楽器駅前店 

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 天童市 ＴＥＮＤＯ八文字屋 

福島県 会津若松市 We's会津若松店 

福島県 いわき市 ＢＯＯＫＡＣＥ 植田店 

福島県 郡山市 ＴＳＵＴＡＹＡ 桑野店 

福島県 福島市 SASYU鎌田店 

茨城県 境町 楽園堂 

茨城県 境町 楽園堂 

栃木県 宇都宮市 HMVイトーヨーカドー宇都宮 

栃木県 鹿沼市 はしだ楽器店 

群馬県 前橋市 蔦屋書店 前橋みなみモール店 

群馬県 前橋市 紀伊國屋書店前橋店 

埼玉県 川越市 山野楽器丸広川越店 

埼玉県 さいたま市 山野楽器そごう大宮店 

埼玉県 蕨市 ミヤコ蕨 

埼玉県 越谷市 新星堂新越谷駅ビル店 



千葉県 千葉市 山野楽器そごう千葉店 

千葉県 津田沼市 タワーレコード 津田沼店 

東京都 板橋区 バンダレコードイオン板橋店 

東京都 江戸川区 音曲堂 

東京都 北区 バンダレコードイトーヨーカドー赤羽店 

東京都 北区 美声堂 

東京都 北区 ミュージックショップダン 

東京都 渋谷区 タワーレコード 渋谷店 

東京都 新宿区 タワーレコード新宿店 

東京都 墨田区 セキネ楽器店 

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 豊島区 CDショップ 五番街 

東京都 八王子市 山野楽器セレオ八王子店 

東京都 府中市 山野楽器府中フォーリス店 

東京都 町田市 鈴木楽器店 

東京都 千代田区 買取販売市場ムーランアキバ 

神奈川県 海老名市 バンダレコードららぽーと海老名店 

神奈川県 川崎市 HMV ラゾーナ川崎 

神奈川県 平塚市 山野楽器ラスカ平塚店 

神奈川県 平塚市 バンダレコードららぽーと湘南平塚店 

神奈川県 横浜市 バンダレコードイオン金沢八景店 

神奈川県 横浜市 紀伊國屋書店横浜店 

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 小田原市 新星堂小田原ダイナシティ店 

新潟県 長岡市 We'sイオン長岡店 

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 十日町市 サウンドエース 

石川県 かほく市 ＢＯＯＫＳなかだ イオンかほく店 

石川県 金沢市 ＴＳＵＴＡＹＡ 金沢店 

石川県 金沢市 ＴＳＵＴＡＹＡ 大桑店  

福井県 福井市 勝木書店Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳ新二の宮店 

山梨県 南アルプス市 ＴＳＵＴＡＹＡ 南アルプスガーデン店 

長野県 長野市 アベレコード 

長野県 松本市 ライオン堂 

長野県 長野市 平安堂東和田店 

静岡県 浜松市 イケヤプレ葉ウォーク浜北店 

静岡県 三島市 バンダレコード三島店 



静岡県 藤枝市 ＴＳＵＴＡＹＡ 藤枝瀬戸新屋店 

岐阜県 岐阜市 名音堂 

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 濃尾商会 

愛知県 名古屋市 新星堂名古屋店 

愛知県 江南市 新星堂アピタ江南西店 

愛知県 西春日井郡 紀伊國屋書店名古屋空港店 

愛知県 豊田市 ミュージックショップ リバー 

大阪府 大阪市 Joshin日本橋店ディスクピア 

大阪府 大阪市 ヨドバシカメラマルチメディア梅田 

大阪府 大阪市 タワーレコードあべの Hoop店 

大阪府 大阪市 タワーレコード梅田 NU茶屋町店 

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 八尾市 タワーレコードアリオ八尾店 

大阪府 大阪市 紀伊國屋書店梅田本店ＤＶＤ 

大阪府 大阪市 新星堂天王寺ミオ店 

兵庫県 明石市 前田楽器 

兵庫県 伊丹市 ミヤコイオンモール伊丹昆陽店 

兵庫県 西宮市 HMV西宮ガーデンズ 

兵庫県 姫路市 毎日舎蓄音器店 

兵庫県 姫路市 姫路ミヤコ 

兵庫県 明石市 新星堂明石ヨーカドー店 

奈良県 大和郡山市 Ｍｕｓｉｃ Ｓｈｏｐ ＢＩＧ 大和郡山店 

和歌山県 和歌山市 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店 

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 倉敷市 エディオン倉敷本店 

広島県 東広島市 エディオン東広島本店 

広島県 広島市 広島楽器センター 

広島県 広島市 エディオン広島本店 

広島県 広島市 エディオン五日市店 

広島県 三原市 福原レコード 

広島県 安芸郡 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＥＲＡ広島府中店 

広島県 廿日市市 紀伊國屋書店ゆめタウン廿日市店 

山口県 柳井市 エディオン柳井店 

山口県 下松市 紀伊國屋書店ゆめタウン下松店 

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 

徳島県 板野郡 宮脇書店 北島店 

香川県 丸亀市 紀伊國屋書店丸亀店 



愛媛県 松山市 デュークショップ松山店 

愛媛県 松山市 ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＩＬＬ 三津店 

愛媛県 東温市 ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫ ＳＴＯＲＥ 重信 

高知県 高知市 サークルミュージック 

福岡県 北九州市 松田楽器店 

福岡県 福岡市 ミュージックプラザインドウ 

福岡県 柳川市 甲斐田レコード店 

福岡県 大川市 福岡金文堂大川店 

佐賀県 鳥栖市 さとう 

佐賀県 佐賀市 紀伊國屋書店 佐賀店 

長崎県 佐世保市 カワシモレコード 

長崎県 長崎市 紀伊國屋書店長崎店 

大分県 大分市 エトウ南海堂 

大分県 杵築市 吉松楽器店 

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 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 都城市 田中書店イオンモールミエル都城駅前店 

鹿児島県 鹿児島市 We'sイオンモール鹿児島店 

鹿児島県 鹿児島市 十字屋 CROSS 

EC EC HMV&BOOKS online 

EC EC TSUTAYA オンラインショッピング 

 


