
都道府県 区市町村 店名

北海道 滝川市 サクラ商会

青森県 青森市 成田本店　しんまち店

秋田県 能代市 アサヒ楽器

山形県 新庄市 丸井八文字屋

茨城県 境町 楽園堂

茨城県 結城市 ナガタヤ

茨城県 古河市 東洋堂

茨城県 坂東市 岩崎電気サービス

茨城県 小美玉市 石岡ミュージックテープセンタ

茨城県 日立市 二葉　日立多賀

群馬県 沼田市 小池楽器

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 蕨市 ミヤコ蕨

千葉県 山武郡 丸越楽器

千葉県 野田市 佐藤商会

東京都 中央区 銀座山野楽器本店

東京都 江戸川区 音曲堂

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 町田市 鈴木楽器

東京都 八王子市 山野楽器セレオ八王子店

神奈川県 伊勢原市 久美堂　伊勢原店

神奈川県 横浜市 新星堂　上大岡店

新潟県 新潟市 ミュージックショップフジヤ

富山県 魚津市 トオンミュージック　魚津店

富山県 富山市 紀伊國屋書店富山店

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

福井県 鯖江市 平和書店　アル・プラザ鯖江店

福井県 敦賀市 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ敦賀店

福井県 福井市 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳワッセ店

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

長野県 長野市 アベレコード

静岡県 浜松市 イケヤプレ葉ウォーク浜北店

静岡県 浜松市 ヤマカ

岐阜県 各務原市 サウンド・ハンター各務原店

愛知県 安城市 本の王国安城店

愛知県 稲沢市 真野テレビレコード店

愛知県 岡崎市 本の王国　岡崎店

10/6発売　二見颯一「夢情の酒」CDショップ特典配布対象店
特典：オリジナルA4クリアファイル



愛知県 岡崎市 新星堂　アピタ岡崎北三店

愛知県 刈谷市 本の王国刈谷店

愛知県 常滑市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　常滑店

愛知県 大府市 サニーレコード

愛知県 豊川市 朝比奈電機商会

愛知県 豊田市 ミュージックショップ　リバー

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

三重県 伊賀市 サワノ楽器

三重県 伊勢市 村林楽器店

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

京都府 亀岡市 内藤時計楽器　西友店

京都府 京田辺市 平和書店アル・プラザ京田辺店

京都府 京都市 キクヤレコード店

京都府 京都市 ディスクショップ　白鳥　　　　　　　　

大阪府 茨木市 平和書店　アル・プラザ茨木店

大阪府 岸和田市 ヤングレコード　本店

大阪府 堺市 ヤマブキレコード

大阪府 寝屋川市 平和書店アル・プラザ香里園店

大阪府 泉南市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　りんくう泉南店

大阪府 東大阪市 ミヤコ瓢箪山店

大阪府 八尾市 山野楽器リノアス八尾店

大阪府 富田林市 WAY書店 TSUTAYA 富田林店

大阪府 枚方市 平和書店アル・プラザ枚方店

大阪府 和泉市 マルゼン楽器　本店

兵庫県 伊丹市 ミヤコイオンモール伊丹昆陽店

兵庫県 三木市 ＡＬＡＮＮ新三木店

兵庫県 神戸市 平和レコード

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 姫路市 サウンドエリアセンティ

兵庫県 明石市 前田楽器

兵庫県 明石市 新星堂　明石ヨーカドー店

和歌山県 海南市 TSUTAYA WAY 海南店

和歌山県 橋本市 TSUTAYA WAY 橋本店

和歌山県 洲本市 ミュージックセンター新東

和歌山県 日高郡 WAY書店 TSUTAYA美浜店

和歌山県 和歌山市 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店

鳥取県 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 エコー本店

広島県 呉市 公声堂楽器店

広島県 広島市 サウンドラボキハラ西条

広島県 広島市 エディオン広島本店

広島県 尾道市 大澤レコード

広島県 福山市 久松商会

福岡県 福岡市 ヨシダ楽器イオン福岡伊都店



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 北九州市 矢野楽器店

福岡県 柳川市 甲斐田レコード店

佐賀県 伊万里市 しのはらレコード

佐賀県 鳥栖市 さとう

長崎県 雲仙市 ＴＳＵＴＡＹＡココアドバンス愛野店

長崎県 佐世保市 カワシモレコード

長崎県 南島原市 ＴＳＵＴＡＹＡココアドバンス有家店

大分県 杵築市 吉松楽器店

大分県 日田市 コトブキレコード

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 紀伊國屋書店熊本はません店

熊本県 山鹿市 ＢＯＯＫＳあんとく山鹿店

熊本県 天草市 山西楽器

宮崎県 延岡市 たつた商店

宮崎県 宮崎市 エディオン宮崎本店

宮崎県 宮崎市 新星堂　イオンモール宮崎店

宮崎県 都城市 ビジョン　徳重

宮崎県 東諸県郡 見聞読タナカ国富店

鹿児島県 霧島市 宮田カンパニー
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