
都道府県名 区市町村名 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 岩見沢市 玉光堂イオン岩見沢店
北海道 江別市 玉光堂イオン江別店
北海道 帯広市 浅原栄陽堂
北海道 釧路郡 玉光堂イオン釧路店
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 旭川市 コーチャンフォー旭川店
北海道 釧路市 コーチャンフォー釧路店
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 北見市 コーチャンフォー北見店
青森県 弘前市 バンダレコードさくら野弘前店
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 富谷市 バンダレコードイオンモール富谷店
宮城県 栗原市 ブックセンター湘南栗原店
秋田県 秋田市 細川レコード
山形県 東根市 バンダレコードイオン東根店
山形県 鶴岡市 新星堂鶴岡店
福島県 福島市 バンダレコード福島西道路店
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 土浦市 バンダレコードイオンモール土浦店
茨城県 小美玉市 石岡ミュージックテープセンタ
埼玉県 さいたま市 HMVイオンモール浦和美園
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
埼玉県 深谷市 新星堂アリオ深谷店
千葉県 千葉市 バンダレコードイオンマリンピア店
千葉県 柏市 新星堂カルチェ５柏店
千葉県 木更津市 ＭＥＤＩＡ　木更津店
東京都 江戸川区 音曲堂
東京都 墨田区 セキネ楽器店
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 町田市 鈴木楽器店
東京都 葛飾区 ブックスオオトリ四つ木メディア店

神奈川県 横浜市 新星堂上大岡店
神奈川県 横浜市 バンダレコードイオン金沢八景店
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 小千谷市 宮脇書店　小千谷店
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
富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ　北の森店
石川県 かほく市 ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店
福井県 福井市 日比谷楽器
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 長野県 アベレコード
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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 各務原市 サウンド・ハンター各務原店
愛知県 北名古屋市 ミュージックブースＢＵＮＫＡＤＯ
愛知県 小牧市 イケヤイオン小牧店
愛知県 名古屋市 バンダレコードイオンモール新瑞橋店
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
愛知県 名古屋市 濃尾商会
愛知県 扶桑町 ＨＭＶ　イオンモール扶桑
三重県 伊勢市 村林楽器店
滋賀県 栗東市 平和書店アル・プラザ栗東店
京都府 亀岡市 内藤時計楽器　西友亀岡店　
京都府 京都市 ディスクハウスオズ
京都府 京都市 くまざわ書店　桃山店
大阪府 大阪市 Joshin日本橋店ディスクピア
大阪府 八尾市 山野楽器リノアス八尾店
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 Ｍｕｓｉｃ　Ｓｈｏｐ　ＢＩＧ　りんくう泉南店
大阪府 大阪市 新星堂天王寺ミオ店

大阪府 和泉市 マルゼン楽器本店
兵庫県 明石市 前田楽器
兵庫県 尼崎市 エディオンJR尼崎駅店
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 サウンドエリアセンティ　
兵庫県 姫路市 毎日舎蓄音器店
兵庫県 姫路市 姫路ミヤコ
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
島根県 松江市 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER
島根県 浜田市 ブックセンタージャスト　浜田店
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 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
山口県 周南市 演奏堂
山口県 柳井市 エディオン柳井店
山口県 山陽小野田市 明屋書店厚狭店
愛媛県 北宇和郡 明屋書店広見店
高知県 中村市 東京堂
高知県 安芸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　安芸店
高知県 香南市 ＴＳＵＴＡＹＡ　野市店
高知県 香南市 宮脇書店　フジグラン野市店
高知県 高知市 ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店
高知県 高知市 サークルミュージック
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 宿毛市 明屋書店フジ宿毛店
高知県 須崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　須崎店
高知県 土佐市 ＴＳＵＴＡＹＡ　高岡店
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 福岡市 平尾レコード店
福岡県 柳川市 甲斐田レコード店
長崎県 佐世保市 カワシモレコード
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 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 ムラヤマレコードイオン熊本中央店

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
鹿児島県 霧島市 宮田カンパニー
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
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