
北海道 旭川市 コーチャンフォー旭川店

北海道 旭川市 We'sイオンモール旭川西店

北海道 釧路市 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 札幌市 音楽処　　　　　　　　　　　　

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 ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＭＥＧＡ ＭＡＣ店

北海道 帯広市 ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＷＯＷ店

北海道 稚内市 フナヤマ本店

北海道 北見市 コーチャンフォー北見店

青森県 青森市 成田本店　しんまち店

青森県 青森市 成田本店サンロード店

青森県 八戸市 成田本店　みなと高台店

岩手県 盛岡市 Ｍ’ｓ　ＥＸＰＯ　盛岡店

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

秋田県 秋田市 細川レコード

山形県 山形市 こまつ書店　寿町本店

山形県 新庄市 丸井八文字屋

福島県 福島市 SASYU鎌田店

茨城県 境町 楽園堂

茨城県 古河市 東洋堂

茨城県 小美玉市 石岡ミュージックテープセンタ

茨城県 東茨城郡 カザマデンキ

栃木県 宇都宮市 ミュージックフレンド　御幸ケ原店

群馬県 前橋市 紀伊國屋書店前橋店

埼玉県 さいたま市 紀伊國屋書店さいたま新都心店

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

埼玉県 草加市 新星堂　草加マルイ店

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 浦安市 サウンドショップ　Jake 

千葉県 佐倉市 ムジカ・ダ・カーポ　志津店

千葉県 四街道市 新星堂　四街道ヨーカドー店

千葉県 松戸市 シブヤ楽器

千葉県 船橋市 新星堂　船橋ヨーカドー店

千葉県 柏市 新星堂　カルチェ５柏店

千葉県 八千代市 ムジカ・ダ・カーポ　八千代台店

千葉県 木更津市 ＭＥＤＩＡ　木更津店

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 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 品川区 ペットサウンズ

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 稲城市 コーチャンフォー若葉台店

東京都 国分寺市 新星堂　国分寺駅ビル店

東京都 昭島市 新星堂　昭島店

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 紀伊國屋書店横浜店

神奈川県 横浜市 新星堂　横浜ジョイナス店

神奈川県 横浜市 新星堂　上大岡店店

神奈川県 横浜市 新星堂　立場ヨーカドー店



神奈川県 小田原市 新星堂　小田原ダイナシティ店

新潟県 十日町市 サウンドエース

新潟県 新潟市 紀伊國屋書店新潟店

富山県 魚津市 トオンミュージック　魚津店

富山県 富山市 紀伊國屋書店富山店

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 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

石川県 白山市 新星堂　アピタ松任店

福井県 鯖江市 平和書店　アル・プラザ鯖江店

福井県 大野市 勝木書店ＫａＢｏＳ大野店

福井県 敦賀市 平和書店アル・プラザ敦賀店

福井県 敦賀市 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ敦賀店

福井県 福井市 紀伊國屋書店福井店

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 佐久市 平安堂佐久インターウェーブ店

長野県 千曲市 平安堂更埴店

長野県 長野市 平安堂長野店

長野県 長野市 平安堂川中島店

長野県 飯田市 平安堂飯田店

静岡県 静岡市 新星堂　アピタ静岡店

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

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

岐阜県 岐阜市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　岐阜店

岐阜県 恵那市 三洋堂書店　アクロスプラザ恵那店

岐阜県 美濃加茂市 三洋堂書店　みのかも店

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 稲沢市 真野テレビレコード店

愛知県 岡崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店

愛知県 岡崎市 本の王国　岡崎店

愛知県 岡崎市 新星堂　アピタ岡崎北店

愛知県 刈谷市 本の王国刈谷店

愛知県 江南市 新星堂　アピタ江南西店

愛知県 春日井市 三洋堂書店　鳥居松店

愛知県 小牧市 イケヤイオン小牧店

愛知県 常滑市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　常滑店

愛知県 清洲市 三洋堂書店　清洲店

愛知県 西春日井郡 紀伊國屋書店名古屋空港店

愛知県 西尾市 三洋堂書店　西尾店

愛知県 大府市 サニーレコード

愛知県 東海市 三洋堂書店　大田川店

愛知県 半田市 三洋堂書店　乙川店

愛知県 豊橋市 ツバメヤ楽器

愛知県 豊川市 三洋堂書店　豊川店

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 三洋堂書店　中野橋店

愛知県 名古屋市 みどり楽器

愛知県 名古屋市 濃尾商会

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 本の王国　松阪川井町店

三重県 松阪市 ディスクイン村井楽器

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 フミヤ楽器

三重県 津市 本の王国文化センター前店

三重県 名張市 三洋堂書店　名張店

三重県 鈴鹿市 みどり楽器

滋賀県 近江八幡市 西村文明堂レコード店

滋賀県 甲賀市 平和書店アル・プラザ水口店

滋賀県 草津市 Joshin草津店ディスクピア

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

京都府 宇治市 平和書店アル・プラザ宇治東店

京都府 宇治市 和田電器

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 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 京都市 清水屋商店

京都府 京都市 キクヤレコード店

京都府 京都市 ディスクハウスオズ

京都府 城陽市 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店

京都府 草津市 JEUGIA草津A・SQUARE店

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 Joshin岸和田店ディスクピア

大阪府 岸和田市 ヤングレコード　本店

大阪府 堺市 紀伊國屋書店アリオ鳳店

大阪府 堺市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　堺鉄砲町店

大阪府 堺市 アビイ・ロード

大阪府 堺市 ヤマブキレコード

大阪府 四條畷市 新星堂　イオンモール四條畷店

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 大阪市 紀伊國屋書店梅田本店ＤＶＤ

大阪府 大阪市 ミュージックショップ　ガロ

大阪府 大阪市 新星堂　天王寺ミオ店

大阪府 大阪市 新星堂　京橋店

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 豊中市 プラタークラブ

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 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 神戸市 平和レコード店

兵庫県 神戸市 サウンドエリアセンティ

兵庫県 尼崎市 エディオンJR尼崎駅店

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 香芝市 三洋堂書店　香芝店

奈良県 大和郡山市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大和郡山店

奈良県 大和郡山市 Joshin郡山店ディスクピア

奈良県 大和郡山市 啓林堂書店　大和郡山店

奈良県 天理市 WAY書店 TSUTAYA天理店

奈良県 奈良市 Joshin奈良店ディスクピア

和歌山県 海南市 TSUTAYA WAY 海南店

和歌山県 岩出市 TSUTAYA WAY 岩出店

和歌山県 橋本市 TSUTAYA WAY 橋本店

和歌山県 新宮市 スーパーセンターWAY 南紀店



和歌山県 田辺市 WAY書店　TSUTAYA田辺東山店

和歌山県 日高郡 WAY書店 TSUTAYA美浜店

和歌山県 有田郡 金野レコード駅前店

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 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

島根県 出雲市 ブックセンターコスモ出雲店

岡山県 岡山市 宮脇書店　平島店

岡山県 倉敷市 エディオン倉敷本店

広島県 安芸郡 フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店

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 広島市 エディオン五日市店

広島県 広島市 広島楽器センター

広島県 三原市 福原レコード

広島県 廿日市市 紀伊國屋書店ゆめタウン廿日市店

広島県 尾道市 大澤レコード

広島県 福山市 新星堂　ゆめタウン福山店

広島県 福山市 久松商会

山口県 周南市 南陽ミュージック

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 徳島市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　徳島店

徳島県 板野郡 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店

香川県 丸亀市 紀伊國屋書店丸亀店

愛媛県 新居浜市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　新居浜店

高知県 高知市 サークルミュージック

福岡県 久留米市 ＢＯＯＫＳあんとく三潴店　　　　　　　　　　　

福岡県 久留米市 サウンドシアターフィール

福岡県 筑紫野市 積文館書店　筑紫野店

福岡県 飯塚市 Ａ’ＢＯＯＫイオン穂波店

福岡県 福岡市 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店

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 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 ミュージックプラザみつば

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 伊万里市 しのはらレコード

佐賀県 佐賀市 紀伊國屋書店　佐賀店

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 大村市 ＴＳＵＴＡＹＡココアドバンス大村店

長崎県 長崎市 TSUTAYA 遊ＩＮＧ浜町店

長崎県 南島原市 ＴＳＵＴＡＹＡココアドバンス有家店

長崎県 諫早市 原田楽器

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 熊本市 ムラヤマレコードイオン熊本中央店

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

熊本県 人吉市 ブックスミスミ　人吉店

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

鹿児島県 姶良市 ブックスミスミ  加治木バイパス店

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 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
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