
都道府県名 区市町村名 店名

北海道 名寄市 ＴＳＵＴＡＹＡ　名寄店
北海道 岩見沢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　岩見沢店
北海道 函館市 函館　蔦屋書店
北海道 帯広市 ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＭＥＧＡ ＭＡＣ店
北海道 帯広市 ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＷＯＷ店
北海道 札幌市 コーチャンフォー美しが丘店
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 旭川市 コーチャンフォー旭川店
北海道 北見市 コーチャンフォー北見店
北海道 稚内市 フナヤマ本店
北海道 札幌市 音楽処　　　　　　　　　　　　
北海道 旭川市 We'sイオンモール旭川西店
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 滝川市 サクラ商会
青森県 むつ市 ＴＳＵＴＡＹＡ　むつ店
青森県 八戸市 フォーユー　八食店
青森県 青森市 成田本店 しんまち店
青森県 八戸市 成田本店 みなと高台店
岩手県 花巻市 ＴＳＵＴＡＹＡ　花巻店
岩手県 盛岡市 Ｍ’ｓ　ＥＸＰＯ　盛岡店
宮城県 仙台市 山野楽器仙台店
宮城県 名取市 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台南店
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Ｆｏｒｔｅ店
宮城県 登米市 ＫＥＹ　ＳＴＡＴＩＯＮ
宮城県 東松島市 ブックセンター湘南矢本店
宮城県 東根市 バンダレコード　イオン東根店
秋田県 大館市 ＴＳＵＴＡＹＡ　大館店
秋田県 湯沢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　湯沢店
秋田県 由利本荘市 ＴＳＵＴＡＹＡ　由利本荘店
秋田県 秋田市 細川レコード
山形県 天童市 ＴＥＮＤＯ八文字屋
山形県 新庄市 丸井八文字屋
山形県 酒田市 みずほ八文字屋
山形県 山形市 こまつ書店　桜田店
山形県 山形市 こまつ書店　寿町本店
山形県 山形市 こまつ書店　西田店
山形県 山形市 こまつ書店　鈴川店
山形県 米沢市 こまつ書店　堀川町店
山形県 東根市 こまつ書店　東根店
福島県 郡山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑野店
福島県 田村市 ＴＳＵＴＡＹＡ　船引店
茨城県 神栖市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＯＵＴＬＥＴ　神栖店
茨城県 東茨城郡 カザマデンキ
茨城県 坂東市 岩崎電気サービス
茨城県 古河市 東洋堂
茨城県 境町 楽園堂
群馬県 前橋市 紀伊國屋書店前橋店
埼玉県 戸田市 山野楽器イオンモール北戸田店
埼玉県 秩父市 ＴＳＵＴＡＹＡ　秩父店 
埼玉県 坂戸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　坂戸八幡店
埼玉県 さいたま市 紀伊國屋書店さいたま新都心店

三山ひろし「こころの歌～三山ひろし叙情歌を唄う～」CDショップ特典対象店



埼玉県 越谷市 新星堂　新越谷駅ビル店
千葉県 富津市 ＴＳＵＴＡＹＡ　富津店
千葉県 市原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　市原五井店
千葉県 八千代市 ムジカ・ダ・カーポ　八千代台店
千葉県 佐倉市 ムジカ・ダ・カーポ　志津店
千葉県 流山市 紀伊國屋書店流山おおたかの森店
千葉県 木更津市 ＭＥＤＩＡ　木更津店
千葉県 船橋市 新星堂　船橋ヨーカドー店
東京都 中央区 銀座山野楽器本店
東京都 品川区 ペットサウンズ
東京都 台東区 ㈱ヨーロー堂　浅草店
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 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 稲城市 コーチャンフォー若葉台店
東京都 東大和市 くまざわ書店 東大和店
東京都 町田市 ㈱鈴木楽器

神奈川県 相模原市 山野楽器相模大野ステーションスクエア店
神奈川県 平塚市 ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店
神奈川県 伊勢原市 久美堂　伊勢原店
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
新潟県 長岡市 蔦屋書店　長岡古正寺店
新潟県 新潟市 紀伊國屋書店新潟店
新潟県 小千谷市 宮脇書店　小千谷店
富山県 黒部市 ＴＳＵＴＡＹＡ　明文堂黒部店
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
富山県 魚津市 トオンミュージック　魚津店
富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ　婦中店
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　大沢野店
富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ　北の森店
富山県 富山市 Joshin富山本店
石川県 かほく市 ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店
石川県 鹿島郡 きくざわ書店アルプラザ鹿島店
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 福井市 紀伊國屋書店福井店
福井県 鯖江市 平和書店　アル・プラザ鯖江店
福井県 敦賀市 平和書店アル・プラザ敦賀店
福井県 大野市 勝木書店ＫａＢｏＳ大野店
福井県 敦賀市 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ敦賀店
福井県 鯖江市 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ鯖江店
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
山梨県 中巨摩郡 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　甲府店
長野県 長野市 平安堂長野店
長野県 長野市 平安堂東和田店
長野県 長野市 平安堂川中島店
長野県 千曲市 平安堂更埴店
長野県 長野市 平安堂若槻店
長野県 諏訪市 平安堂諏訪店
長野県 飯田市 平安堂座光寺店
長野県 飯田市 平安堂飯田店
長野県 上田市 平安堂上田しおだ野店
長野県 佐久市 平安堂佐久インターウェーブ店
長野県 塩尻市 平安堂塩尻店
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
静岡県 藤枝市 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝瀬戸新屋店



静岡県 浜松市 本の王国　ザザシティ浜松店
静岡県 浜松市 イケヤプレ葉ウォーク浜北店
岐阜県 郡上市 三洋堂書店　大和店
岐阜県 岐阜市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　岐阜店
岐阜県 各務原市 サウンド・ハンター各務原店
岐阜県 岐阜市 名音堂
愛知県 名古屋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店
愛知県 豊橋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　三ノ輪店
愛知県 津島市 ヨシヅヤ津島北テラス　ＴＳＵＴＡＹＡ　新津島店
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
愛知県 常滑市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　常滑店
愛知県 名古屋市 みどり楽器
愛知県 刈谷市 本の王国刈谷店
愛知県 安城市 本の王国安城店
愛知県 岡崎市 本の王国　岡崎店
愛知県 名古屋市 濃尾商会
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
三重県 津市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ  津南店
三重県 津市 TSUTAYA WAY 久居店
三重県 津市 本の王国文化センター前店
三重県 松阪市 本の王国　松阪川井町店
滋賀県 大津市 平和書店　坂本店
滋賀県 彦根市 平和書店　アル・プラザ彦根店
滋賀県 栗東市 平和書店アル・プラザ栗東店
滋賀県 甲賀市 平和書店アル・プラザ水口店
滋賀県 長浜市 ハイパーブックス　長浜店
滋賀県 彦根市 ハイパーブックス　彦根店
滋賀県 草津市 Joshin草津店ディスクピア
京都府 宇治市 平和書店アル・プラザ宇治東店
京都府 京田辺市 平和書店アル・プラザ京田辺店
京都府 城陽市 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店
京都府 舞鶴市 さとうバザールタウン舞鶴 
京都府 京都市 Joshin京都１ばん館ディスクピア
京都府 京都市 ディスクショップ　白鳥　　　　　　　　
京都府 亀岡市 内藤時計楽器　西友店
大阪府 枚方市 枚方　蔦屋書店
大阪府 大阪市 紀伊國屋書店梅田本店ＤＶＤ
大阪府 堺市 紀伊國屋書店アリオ鳳店
大阪府 枚方市 平和書店アル・プラザ枚方店
大阪府 寝屋川市 平和書店アル・プラザ香里園店
大阪府 茨木市 平和書店　アル・プラザ茨木店
大阪府 堺市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　堺鉄砲町店
大阪府 泉南市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　りんくう泉南店
大阪府 岸和田市 Joshin岸和田店ディスクピア
大阪府 富田林市 WAY書店 TSUTAYA 富田林店
大阪府 大阪市 上新電機（株）ディスクピア日本橋店
大阪府 堺市 ヤマブキレコード
大阪府 和泉市 マルゼン楽器本店
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 大阪市 タワーレコード梅田NU茶屋町店
兵庫県 加古川市 紀伊國屋書店加古川店
兵庫県 三木市 ＡＬＡＮＮ新三木店
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 姫路市 姫路ミヤコ
兵庫県 神戸市 サウンドエリアセンティ　
奈良県 大和郡山市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大和郡山店
奈良県 奈良市 Joshin奈良店ディスクピア
奈良県 大和郡山市 Joshin郡山店ディスクピア
奈良県 御所市 TSUTAYA WAY 御所店



奈良県 天理市 WAY書店 TSUTAYA天理店
和歌山県 日高郡 WAY書店 TSUTAYA美浜店
和歌山県 田辺市 WAY書店　TSUTAYA田辺東山店
和歌山県 和歌山市 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店
和歌山県 新宮市 スーパーセンターWAY 南紀店
和歌山県 岩出市 TSUTAYA WAY 岩出店
和歌山県 田辺市 WAY書店 パビリオンシティ田辺店
和歌山県 橋本市 TSUTAYA WAY 橋本店
和歌山県 海南市 TSUTAYA WAY 海南店
鳥取県 米子市 ＴＳＵＴＡＹＡ　角盤町店
鳥取県 倉吉市 ＴＳＵＴＡＹＡ　倉吉店
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 出雲市 ブックセンターコスモ出雲店
島根県 浜田市 ブックセンタージャスト　浜田店
島根県 益田市 ブックセンタージャスト　高津店
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 ＴＳＵＴＡＹＡ　水島店
岡山県 津山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ノースランド店
岡山県 倉敷市 エディオン倉敷本店
広島県 広島市 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＭＥＧＡ中筋店
広島県 安芸郡 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　海田店
広島県 安芸郡 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＴＥＲＡ広島府中店
広島県 広島市 エディオン広島本店
広島県 東広島市 エディオン東広島本店
広島県 三原市 福原レコード
山口県 岩国市 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＧＩＧＡフレスタモール岩国店
山口県 柳井市 エディオン柳井店
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 徳島市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　徳島店
徳島県 三好郡 セイワミュージック
香川県 丸亀市 紀伊國屋書店丸亀店
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
愛媛県 新居浜市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　新居浜店
愛媛県 北宇和郡 明屋書店広見店
愛媛県 松山市 デュークショップ松山店
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 高知市 ＴＳＵＴＡＹＡ　御座店
高知県 須崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　須崎店
高知県 土佐市 ＴＳＵＴＡＹＡ　高岡店
高知県 安芸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　安芸店
高知県 香南市 ＴＳＵＴＡＹＡ　野市店
高知県 南国市 ＴＳＵＴＡＹＡ　南国店
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 高知市 サークルミュージック
高知県 四万十市 宮脇書店　四万十店
高知県 四万十市 東京堂
福岡県 糟屋郡 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＴＥＲＡイオンモール福岡店
福岡県 福岡市 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店
福岡県 飯塚市 Ａ’ＢＯＯＫイオン穂波店
福岡県 福岡市 黒木書店/フィルモアレコード　七隈店
福岡県 福岡市 黒木書店/フィルモアレコード　長住店
福岡県 久留米市 ＢＯＯＫＳあんとく三潴店　　　　　　　　　　　
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 唐津市 ＴＳＵＴＡＹＡ　唐津店
佐賀県 鹿島市 ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　鹿島店
佐賀県 佐賀市 紀伊國屋書店　佐賀店



長崎県 島原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店
長崎県 長崎市 紀伊國屋書店長崎店
長崎県 長崎市 TSUTAYA 遊ＩＮＧ浜町店
長崎県 大村市 ＴＳＵＴＡＹＡココアドバンス大村店
長崎県 雲仙市 ＴＳＵＴＡＹＡココアドバンス愛野店
長崎県 南島原市 ＴＳＵＴＡＹＡココアドバンス有家店
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
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
熊本県 菊池市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ菊池店
熊本県 天草市 ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店
熊本県 熊本市 紀伊國屋書店熊本はません店
熊本県 人吉市 ブックスミスミ　人吉店
熊本県 熊本市 明林堂書店　長嶺店
熊本県 荒尾市 ＢＯＯＫＳあんとく荒尾店
熊本県 山鹿市 ＢＯＯＫＳあんとく山鹿店
宮崎県 都城市 ＴＳＵＴＡＹＡ　都城店
宮崎県 日向市 ブックスミスミ  日向店
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 紀伊國屋書店　鹿児島店
鹿児島県 鹿児島市 ブックスミスミ　オプシア
鹿児島県 鹿児島市 ブックスミスミ　七ツ島店
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 We'sイオンモール鹿児島店
鹿児島県 霧島市 宮田カンパニー
鹿児島県 鹿児島市 十字屋CROSS

EC EC 楽天ブックス
EC EC タワーレコードオンライン
EC EC TSUTAYA オンラインショッピング
EC EC HMV＆BOOKS online


