
北海道 帯広市 浅原栄陽堂
北海道 留萌市 吉崎レコード
宮城県 仙台市 山野楽器仙台店
秋田県 秋田市 細川レコード
秋田県 能代市 アサヒ楽器
秋田県 横手市 柏谷楽器駅前店
福島県 須賀川市 吉郡電器商会
福島県 相馬市 モリタミュージック
埼玉県 さいたま市 山野楽器そごう大宮店
埼玉県 ⼾田市 山野楽器イオンモール北⼾田店
埼玉県 所沢市 山野楽器ワルツ所沢店
千葉県 千葉市 山野楽器そごう千葉店

神奈川県 川崎市 山野楽器新百合ヶ丘エルミロード店
神奈川県 平塚市 山野楽器ラスカ平塚店
神奈川県 横浜市 山野楽器たまプラーザテラス店
神奈川県 藤沢市 山野楽器辻堂店
茨城県 古河市 東洋堂
群馬県 沼田市 小池楽器
埼玉県 川越市 山野楽器丸広川越店
埼玉県 上尾市 山野楽器イオンモール上尾店
埼玉県 入間市 山野楽器丸広入間店
千葉県 山武郡 丸越楽器
東京都 板橋区 三光堂
東京都 北区 美声堂
東京都 江東区 前田楽器
東京都 台東区 音のヨーロー堂
東京都 中央区 銀座山野楽器本店
東京都 新宿区 山野楽器小田急新宿店
東京都 豊島区 CDショップ　五番街
東京都 府中市 山野楽器府中フォーリス店
東京都 東久留⽶市 山野楽器イオンモール東久留⽶店
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
東京都 調布市 山野楽器調布パルコ店

神奈川県 横浜市 オデオン堂　鶴⾒本店
神奈川県 厚⽊市 山野楽器本厚⽊ミロード店
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
新潟県 新潟市 ミュージックショップフジヤ
石川県 加賀市 discFAN加賀店
⻑野県 ⻑野市 アベレコード
⻑野県 上田市 小枝時計店
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
愛知県 名古屋市 濃尾商会
愛知県 大府市 サニーレコード
愛知県 尾張旭市 谷口電波
愛知県 蒲郡市 ナガシマテレビ
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 小牧市 イケヤイオン小牧店
三重県 津市 谷楽器店
三重県 伊勢市 村林楽器店
三重県 伊賀市 サワノ楽器
三重県 桑名市 サウンドイン松岡
三重県 鈴⿅市 みどり楽器
三重県 松阪市 ディスクイン村井楽器
滋賀県 守山市 北田レコード

和歌山県 和歌山市 ＨＩＴＳイシイ
和歌山県 新宮町 新声堂楽器
京都府 京都市 清水屋商店
京都府 京都市 十字屋　三条本店
京都府 京都市 ディスクハウスオズ
京都府 宇治市 和田電器



京都府 ⻲岡市 内藤時計楽器　⻄友店
京都府 久御山町 十字屋　イオンモール久御山店
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 堺市 マルゼン楽器　サンピア店
大阪府 堺市 ヤマブキレコード
大阪府 東大阪市 ミヤコ瓢箪山
大阪府 大阪市 山野楽器イオンモール鶴⾒緑地店
大阪府 八尾市 山野楽器リノアス八尾店
兵庫県 神⼾市 砂川レコード
兵庫県 宍栗市 八⽊時計店
兵庫県 明石市 前田楽器
兵庫県 姫路市 富士楽器
兵庫県 姫路市 姫路ミヤコ
兵庫県 神⼾市 サウンドエリアセンティ
兵庫県 伊丹市 ミヤコイオンモール伊丹昆陽店
広島県 尾道市 大澤レコード
広島県 呉市 公声堂楽器店
広島県 福山市 久松商会
広島県 三原市 福原レコード
山口県 下関市 快音堂楽器店
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
福岡県 福岡市 ヨシダ楽器　イオン福岡伊都店
福岡県 糸島市 株式会社 ラインレコードBRASS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 北九州市 株式会社 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 株式会社 さとう
⻑崎県 佐世保市 平和ビル株式会社 カワシモレコード＆スポーツ
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 人吉市 人吉ツルヤ楽器
熊本県 天草市 山⻄楽器
大分県 杵築市 有限会社 吉松楽器店
大分県 日田市 コトブキレコード
大分県 大分市 合資会社 ヱトウ南海堂

⿅児島県 ⿅児島市 十字屋  クロス店
⿅児島県 霧島市 宮田カンパニー
沖縄県 沖縄市 株式会社 普久原楽器


