
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 We'sイオンモール旭川西店

北海道 釧路市 玉光堂　イオンモール釧路昭和店

北海道 江別市 玉光堂　イオン江別店

北海道 札幌市 タワーレコード 札幌ピヴォ店

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 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 帯広市 玉光堂　帯広イトーヨーカドー店

北海道 帯広市 浅原栄陽堂

北海道 滝川市 サクラ商会

北海道 函館市 函館　蔦屋書店

北海道 北見市 コーチャンフォー北見店

北海道 北見市 玉光堂　イオン北見店

北海道 留萌市 吉崎レコード

青森県 むつ市 ＴＳＵＴＡＹＡ　むつ店

青森県 十和田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田店

青森県 青森市 ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店

青森県 青森市 成田本店　しんまち店

青森県 青森市 成田本店　つくだ店

青森県 青森市 成田本店サンロード店

青森県 八戸市 成田本店　みなと高台店

青森県 八戸市 新星堂　八戸ニュータウン店

岩手県 一関市 さとう屋楽器

岩手県 花巻市 ＴＳＵＴＡＹＡ　花巻店

岩手県 盛岡市 ＭＯＲＩＯＫＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ

岩手県 石巻市 バンダレコード　イオンモール石巻店

岩手県 東磐井郡 松本電気商会

宮城県 塩釜市 東海林無線電機

宮城県 仙台市 山野楽器仙台店

宮城県 富谷市 バンダレコード　イオンモール富谷店

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

秋田県 大館市 ＴＳＵＴＡＹＡ　大館店

秋田県 能代市 ＴＳＵＴＡＹＡ　能代店

秋田県 由利本 ＴＳＵＴＡＹＡ　由利本荘店

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 新庄市 丸井八文字屋

山形県 長井市 八文字屋長井店

山形県 天童市 ＴＥＮＤＯ八文字屋

山形県 東根市 バンダレコード　イオン東根店

福島県 いわき市 ＢＯＯＫＡＣＥ　植田店

福島県 いわき市 ＴＳＵＴＡＹＡ　上荒川店

福島県 会津若松市 ＴＳＵＴＡＹＡ　会津アピオ店

福島県 会津若松市 We's会津若松店

福島県 郡山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑野店

福島県 郡山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン郡山店

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 ひたち市 蔦屋書店　ひたちなか店

茨城県 境町 楽園堂

茨城県 結城市 ＴＳＵＴＡＹＡ　結城店

茨城県 坂東市 ＴＳＵＴＡＹＡ　坂東店

茨城県 小美玉市 石岡ミュージックテープセンタ

茨城県 常陸大宮市 WonderGOO　常陸大宮店

茨城県 神栖市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＯＵＴＬＥＴ　神栖店

茨城県 水戸市 ＢＯＯＫＡＣＥ　茨大前店

栃木県 宇都宮市 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮テクノ店

栃木県 宇都宮市 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮戸祭店



栃木県 宇都宮市 福島テレビ

栃木県 栃木市 ＴＳＵＴＡＹＡ　栃木城内店

群馬県 前橋市 紀伊國屋書店前橋店

群馬県 前橋市 アツミレコード

群馬県 北群馬郡 蔦屋書店　前橋吉岡店

埼玉県 さいたま市 山野楽器そごう大宮店

埼玉県 上尾市 山野楽器イオンモール上尾店

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 いすみ市 三洋堂書店　岬店

千葉県 館山市 カミヤマサウンドステーション

千葉県 千葉市 山野楽器そごう千葉店

千葉県 柏市 新星堂　カルチェ５柏店

千葉県 野田市 佐藤商会

千葉県 流山市 紀伊國屋書店流山おおたかの森店

東京都 江戸川区 音曲堂

東京都 江東区 前田楽器

東京都 渋谷区 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ

東京都 新宿区 タワーレコード新宿店

東京都 千代田区 タワーレコード　秋葉原店

東京都 台東区 ラムタラ上野店

東京都 台東区 音のヨーロー堂

東京都 台東区 宮田レコード

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 北区 美声堂

東京都 墨田区 セキネ楽器店

東京都 町田市 鈴木楽器

東京都 調布市 山野楽器調布パルコ店

東京都 八王子市 蔦屋書店　八王子楢原店

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

神奈川県 横浜市 新星堂　上大岡店

神奈川県 横浜市 タワーレコード　横浜ビブレ店

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

新潟県 燕市 蔦屋書店　県央店

新潟県 佐渡市 蔦屋書店　佐渡佐和田店

新潟県 新潟市 蔦屋書店　河渡店

新潟県 新潟市 蔦屋書店　新通店

新潟県 新潟市 紀伊國屋書店新潟店

新潟県 新潟市 We's新潟西店

新潟県 新潟市 ミュージックショップフジヤ

新潟県 長岡市 蔦屋書店　長岡古正寺店

新潟県 長岡市 We'sイオン長岡店

富山県 滑川市 ＴＳＵＴＡＹＡ　明文堂滑川店

富山県 富山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤の木店

富山県 富山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　明文堂富山掛尾店

富山県 富山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　富山豊田店

富山県 富山市 紀伊國屋書店富山店

石川県 かほく市 ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店

石川県 小松市 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＫＯＭＡＴＳＵ

山梨県 甲府市 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲府バイパス店

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 駒ケ根市 三洋堂書店　駒ヶ根店

長野県 小諸市 蔦屋書店　佐久小諸店

長野県 飯田市 平安堂飯田店
静岡県 三島市 バンダレコード　三島店
静岡県 駿東郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店

静岡県 静岡市 蔦屋書店　静岡平和町店

静岡県 藤枝市 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝瀬戸新屋店

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 岐阜市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　岐阜店

岐阜県 岐阜市 名音堂

岐阜県 中津川市 三洋堂書店  ルビットタウン中津川店

愛知県 安城市 本の王国安城店
愛知県 安城市 名盤堂
愛知県 一宮市 中川商店
愛知県 岡崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店
愛知県 小牧市 イケヤイオン小牧店
愛知県 長久手市 えみたす長久手店
愛知県 豊橋市 ツバメヤ楽器
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 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店
愛知県 名古屋市 We's緑店
愛知県 名古屋市 濃尾商会
三重県 伊勢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店
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 四日市市 三洋堂書店　生桑店
三重県 松阪市 ディスクイン村井楽器
滋賀県 伊香郡 三洋堂書店　高月店
滋賀県 近江八幡市 西村文明堂レコード店
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
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 堺市西区 紀伊國屋書店アリオ鳳店
大阪府 寝屋川市 ＴＳＵＴＡＹＡ　香里園店
大阪府 泉南市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　りんくう泉南店
大阪府 大阪市 山野楽器イオンモール鶴見緑地店
大阪府 大阪市 タワーレコード梅田大阪マルビル店
大阪府 大阪市 Joshin日本橋店１Fディスクピア
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 十字屋　上本町近鉄店
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 枚方市 枚方　蔦屋書店
兵庫県 伊丹市 ミヤコイオンモール伊丹昆陽店
兵庫県 加古川市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　パークタウン加古川ミーツテラス
兵庫県 加古川市 紀伊國屋書店加古川店
兵庫県 三田市 平瀬楽器
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
兵庫県 姫路市 姫路ミヤコ
奈良県 橿原市 タワーレコード橿原店
奈良県 大和郡山市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大和郡山店

和歌山県 和歌山市 HITSイシイ　小松原本店
鳥取県 鳥取市 今井書店　吉成店サウンドスタジアム
鳥取県 米子市 ＴＳＵＴＡＹＡ　角盤町店
鳥取県 米子市 ＴＳＵＴＡＹＡ　東福原店
島根県 松江市 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER
島根県 大田市 歌の駅えんか
岡山県 岡山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　十日市店
岡山県 岡山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　高屋店
岡山県 赤磐市 ＴＳＵＴＡＹＡ　山陽店
岡山県 倉敷市 ＴＳＵＴＡＹＡ　中島店
岡山県 津山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ノースランド店
広島県 安芸郡 フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店
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 廿日市 紀伊國屋書店ゆめタウン廿日市店
広島県 福山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　新涯店
広島県 福山市 久松商会
山口県 周南市 南陽ミュージック
香川県 高松市 デュークショップ高松店
愛媛県 松山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＩＬＬ　三津店
高知県 安芸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　安芸店
高知県 吾川郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　いの店
高知県 香南市 ＴＳＵＴＡＹＡ　野市店
高知県 高知市 ＴＳＵＴＡＹＡ　土佐道路店
高知県 高知市 ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店
高知県 四万十市 ＴＳＵＴＡＹＡ　四万十店
高知県 中村市 東京堂
高知県 南国市 ＴＳＵＴＡＹＡ　南国店



福岡県 糟屋郡 フタバ図書ＴＥＲＡイオンモール福岡店
福岡県 大牟田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　ゆめタウン大牟田店
福岡県 筑紫野市 蔦屋書店　イオンモール筑紫野
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 福岡市 平尾レコード店
福岡県 福岡市 タワーレコード福岡パルコ店
福岡県 北九州市 松田楽器店
佐賀県 佐賀市 紀伊國屋書店　佐賀店
佐賀県 武雄市 ＴＳＵＴＡＹＡ　武雄店
長崎県 佐世保市 ＴＳＵＴＡＹＡ　広田店
長崎県 佐世保市 カワシモレコード
長崎県 島原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店
長崎県 諫早市 原田楽器
大分県 杵築市 吉松楽器店
大分県 大分市 リブロ 別府店
熊本県 菊池市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ菊池店
熊本県 玉名市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　玉名店
熊本県 熊本市 紀伊國屋書店熊本はません店
熊本県 水俣市 ＴＳＵＴＡＹＡ　水俣店
熊本県 天草市 ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店
宮崎県 延岡市 We's延岡店
宮崎県 宮崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　江平店
宮崎県 宮崎市 新星堂　イオンモール宮崎店
宮崎県 都城市 We's都城店

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

EC EC TSUTAYA　オンラインショッピング
EC EC 楽天ブックス
EC EC セブンネットショッピング


