
「瞳へ落ちるよレコード」ダブル・期間限定予約特典対象店舗

北海道 リラィアブルブックス　　根室店 ⼭形県 こまつ書店鈴川店 群⾺県 ⽂真堂書店　渋川中央店 千葉県 ⾏⽊堂 神奈川県 バンダレコード　ららぽーと海⽼名店 岐⾩県 三洋堂書店　下恵⼟店 三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　上野店 ⼤阪府 ヤングレコード　本店 岡⼭県 ＴＳＵＴＡＹＡ　井原店 福岡県 ミュージックプラザ・インドウ 宮崎県 We's都城店

北海道 コーチャンフォー　北⾒店 ⼭形県 こまつ書店堀川町店 群⾺県 ⽂真堂書店　上中居店 千葉県 丸越楽器　⼩⾒川店 神奈川県 バンダレコード　綾瀬タウンヒルズ店 岐⾩県 三洋堂書店　こくふ店 三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん⽩揚ミタス伊勢店 ⼤阪府 ㈱⼭吹電気商会　堺東店 岡⼭県 ⽮吹楽器 福岡県 タワーレコード　福岡パルコ店 宮崎県 エディオン宮崎本店

北海道 コーチャンフォー　旭川店 ⼭形県 こまつ書店東根店 群⾺県 ⽂真堂書店　⼩出店 東京都 タワーレコード　渋⾕店 神奈川県 バンダレコード　ららぽーと湘南平塚店 岐⾩県 三洋堂書店　瑞浪中央店 三重県 ＭＥＤＩＡ　松阪店 ⼤阪府 マルゼン楽器　本店 岡⼭県 ヨシダミュージック 福岡県 タワーレコード　若松店 宮崎県 新星堂　イオンモール宮崎店

北海道 コーチャンフォー　新川通り店 ⼭形県 ミュージック昭和 群⾺県 ⽂真堂書店　⼤泉店 東京都 タワーレコード　池袋店 神奈川県 バンダレコード　イオン⾦沢⼋景店 岐⾩県 三洋堂書店　中津川店 三重県 Ｍｕｓｉｃ　Ｓｈｏｐ　ＢＩＧ　津南店 ⼤阪府 ミヤコ　瓢箪⼭店 岡⼭県 （有）富⼠商⼯ 福岡県 タワーレコード　久留⽶店 宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　⼤塚台店

北海道 コーチャンフォーミュンヘン⼤橋店 ⼭形県 銀座堂 群⾺県 ⽂真堂書店　⽚⾙店 東京都 タワーレコード　⼋王⼦店 神奈川県 銀座⼭野楽器 新百合ヶ丘エルミロード店 岐⾩県 三洋堂書店　ルビットタウン中津川店 三重県 三洋堂書店　富⽥店 ⼤阪府 徳庵フタバ堂 広島県 エディオン広島本店 福岡県 タワーレコード　アミュプラザ博多店 宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　たかなべ店

北海道 コーチャンフォー　釧路店 ⼭形県 ⼤泉電機㈱ 群⾺県 ⽂真堂書店　相⽣店 東京都 タワーレコード　新宿店 神奈川県 銀座⼭野楽器 相模⼤野ステーションスクエア店 岐⾩県 ㈱サウンド・ハンター 三重県 三洋堂書店　桑名店 ⼤阪府 グランプリ 広島県 エディオン可部店 福岡県 ＨＭＶ　イオンモール福津 宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　岡富店

北海道 コーチャンフォー　美しが丘店 ⼭形県 ⾦計堂　本店 群⾺県 ⽂真堂書店　⼤胡店 東京都 タワーレコード　秋葉原店 神奈川県 銀座⼭野楽器 本厚⽊ミロード店 岐⾩県 ㈱オワリヤ楽器 三重県 三洋堂書店　北勢店 ⼤阪府 楠レコード店 広島県 エディオン福⼭本店 福岡県 ＨＭＶ　イオンモール直⽅ 宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　宮交シティ

北海道 We'sイオンモール旭川⻄店 ⼭形県 ミュージックプラザ　トミオカ 群⾺県 ⽂真堂書店　安中店 東京都 タワーレコード　アリオ⻲有店 神奈川県 銀座⼭野楽器 たまプラーザ テラス店 岐⾩県 コサカ楽器 三重県 三洋堂書店　星川店 兵庫県 エディオン姫路店 広島県 エディオン呉本店 福岡県 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　HAKATA 宮崎県 蔦屋書店　宮崎⾼千穂通り

北海道 We's室蘭店　 福島県 We's会津若松店 群⾺県 ⽂真堂書店　⼩桑原店 東京都 タワーレコード　町⽥店 神奈川県 銀座⼭野楽器 辻堂店 岐⾩県 名⾳堂 三重県 三洋堂書店　⽩塚店 兵庫県 エディオン伊丹店 広島県 エディオン五⽇市店 福岡県 新星堂  ⼩倉セントシティ店 宮崎県 ＦＣ明屋書店⾼千穂店

北海道 We's⽯狩緑苑台店 福島県 タワーレコード　郡⼭店 群⾺県 ⽂真堂書店　関根店 東京都 タワーミニ　ダイバーシティ東京プラザ店 神奈川県 銀座⼭野楽器 ラスカ平塚店 岐⾩県 吉村ミュージックセンター 三重県 三洋堂書店　名張店 兵庫県 エディオン⻄宮店 広島県 エディオン東広島本店 福岡県 新星堂　キャナルシティ博多店 宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　都城店

北海道 ミュージックランドおおみち　 福島県 WonderGOO　いわき⿅島店 群⾺県 ⽂真堂書店　群⾺町店 東京都 タワーレコード　リヴィン光が丘店 神奈川県 ヨドバシカメラ マルチメディア横浜 岐⾩県 奥村時計楽器店 三重県 三洋堂書店　⽣桑店 兵庫県 エディオンＪＲ尼崎駅店 広島県 エディオン広店 福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　次郎丸店 宮崎県 ブックスミスミ⽇向店

北海道 ⼤道時計楽器店　 福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　⼆本松店 群⾺県 ⽂真堂書店　⼀の宮店 東京都 タワーレコード　ららぽーと⽴川⽴⾶ 神奈川県 ヨドバシカメラ マルチメディア 川崎ルフロン 静岡県 イケヤ　プレ葉ウォーク浜北店 三重県 三洋堂書店 菰野店 兵庫県 エディオン太⼦店 広島県 エディオン三次店 福岡県 蔦屋書店　コマーシャルモール博多 宮崎県 ㈱たつた商店

北海道 タワーレコード　札幌ピヴォ店 福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑野店 群⾺県 ブックマンズアカデミー⾼崎店 東京都 タワーレコード　錦⽷町パルコ店 神奈川県 ヨドバシカメラ マルチメディア 京急上⼤岡 静岡県 イケヤ　MARK IS 静岡店 三重県 ハーミットクラブ　イオン津店 兵庫県 エディオン垂⽔店 広島県 エディオンゆめタウン⼤⽵店 福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　神松寺店 宮崎県 ㈱美賞堂

北海道 タワーレコード　苫⼩牧店 福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン郡⼭店 群⾺県 ⼩池楽器店　沼⽥ 東京都 ＨＭＶ　エソラ池袋 神奈川県 くまざわ書店　横須賀店 静岡県 イケヤ　イオンモール浜松志都呂店 三重県 ㈱サワノ楽器店 兵庫県 ミヤコ　イオンモール伊丹昆陽店 広島県 タワーレコード　広島店 福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　太宰府店 ⿅児島県 We's⿅児島店

北海道 タワーレコード　アリオ札幌店 福島県 バンダレコード　福島⻄道路店 埼⽟県 タワーレコード　イオンレイクタウン店 東京都 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＰＯＴ  ＳＨＩＮＪＵＫＵ 神奈川県 くまざわ書店　久⾥浜店 静岡県 タワーレコード　静岡店 三重県 （有）⾕楽器店 兵庫県 タワーレコード　神⼾店 広島県 新星堂　福⼭店 福岡県 蔦屋書店　イオンモール筑紫野 ⿅児島県 ⼗字屋　ＣＲＯＳＳ

北海道 ＨＭＶ　札幌ステラプレイス 福島県 バンダレコード　イオン福島店 埼⽟県 タワーレコード　浦和店 東京都 ＨＭＶ　⽴川 神奈川県 くまざわ書店　湘南台店 静岡県 タワーレコード　ららぽーと磐⽥店 三重県 サウンドイン　松岡店 兵庫県 タワーレコード　明⽯店 広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン東広島店 福岡県 明屋書店豊前店 ⿅児島県 タワーレコード アミュプラザ⿅児島店

北海道 函館　蔦屋書店 福島県 ヨドバシカメラ マルチメディア郡⼭ 埼⽟県 タワーレコード　アリオ川⼝店 東京都 ＨＭＶ　ららぽーと豊洲 神奈川県 紀伊国屋書店イトーヨーカドー川崎店 静岡県 ＨＭＶ　イオンモール浜松市野 三重県 みどり楽器 兵庫県 タワーミニ　ららぽーと甲⼦園店 広島県 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　広⼤前店 福岡県 明屋書店⼩倉南店 ⿅児島県 明屋書店川内店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　豊岡店 福島県 モリタミュージック 埼⽟県 タワーレコード　アリオ鷲宮店 東京都 ＨＭＶ　イオンモールむさし村⼭ 神奈川県 紀伊國屋書店ヨーカドー川崎店 静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店 三重県 ウエダ　ウィズ　ユー（ｗｉｔｈ 兵庫県 ＨＭＶ　三宮 広島県 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　アルティ福⼭店 福岡県 明屋書店⼩倉沼新町店 ⿅児島県 ブックスミスミ　オプシア

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　⽊野店 福島県 吉郡電器商会 埼⽟県 タワーレコード　アリオ上尾店 東京都 ＨＭＶ　ｒｅｃｏｒｄ　ｓｈｏｐ　渋⾕ 神奈川県 有限会社　福屋 静岡県 蔦屋書店　静岡平和町店 三重県 ディスク　イン　村井楽器店 兵庫県 ＨＭＶ　阪急⻄宮ガーデンズ 広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　府中⾼⽊店 福岡県 明屋書店宗像店 ⿅児島県 ブックスミスミ　七ツ島店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　深川店 茨城県 タワーレコード　⽔⼾オーパ店 埼⽟県 ＨＭＶ　イオンモール与野 東京都 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　SHIBUYA 神奈川県 オデオン堂　本店 静岡県 バンダレコード　三島店 三重県 村林楽器店　伊勢店 兵庫県 ＨＭＶ　イオンモール伊丹 広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　新涯店 福岡県 明屋書店⾏橋⾏事店 ⿅児島県 ブックスミスミ　⿅屋店

北海道 ⽟光堂　パセオ店 茨城県 ＨＭＶ　イオンモール⽔⼾内原 埼⽟県 ＨＭＶ　イオンモール浦和美園 東京都 ＨＭＶ　ｒｅｃｏｒｄ　ｓｈｏｐ　新宿ＡＬＴＡ 神奈川県 ラッキー商会　横須賀 静岡県 イケヤ⽂楽館　⾼丘店 三重県 ⼤久保楽器店 兵庫県 新星堂　明⽯ヨーカドー店 広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　松永店 福岡県 明屋書店伊加利店 ⿅児島県 宮⽥カンパニー

北海道 ⽟光堂　四丁⽬店 茨城県 新星堂　⽔⼾店 埼⽟県 ＨＭＶ　イオンモール川⼝前川 東京都 ＨＭＶ　ｒｅｃｏｒｄ　ｓｈｏｐ　コピス吉祥寺 新潟県 We'sイオン⻑岡店 静岡県 イケヤ⽂楽館　湖⻄店 滋賀県 ＪＥＵＧＩＡ　草津Ａ・ＳＱＵＡＲＥ店 兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宝塚店 広島県 紀伊國屋書店ゆめタウン廿⽇市店 福岡県 ＡʼＢＯＯＫイオン穂波店 ⿅児島県 ㈱島津

北海道 ⽟光堂　イオンモール札幌発寒店 茨城県 WonderGOO　ひたちなか店 埼⽟県 ＨＭＶ　イオンモール⽻⽣ 東京都 ＨＭＶ ＳＰＯＴ有明ガーデン 新潟県 We's新潟⻄店 静岡県 イケヤ⽂楽館　磐⽥東店 滋賀県 ⼤垣書店　⼀⾥⼭店 兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　⻄脇店 広島県 啓⽂社コア春⽇店 福岡県 ブックセンタークエスト⼩倉本店 沖縄県 サウンドボックス ミツトモ

北海道 ⽟光堂 カテプリ新さっぽろ店 茨城県 WonderGOO　友部店 埼⽟県 ＨＭＶ　⼤宮アルシェ 東京都 新星堂　武蔵境ヨーカドー店 新潟県 タワーレコード　新潟店 静岡県 明屋書店掛川⻄郷店 滋賀県 三洋堂書店　近江⼋幡店 兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路広峰店 広島県 啓⽂社イオン三原店 福岡県 積⽂館書店　筑紫野店 沖縄県 タワーレコード　那覇リウボウ店

北海道 ⽟光堂　イオン江別店 茨城県 WonderGOO　⽯下店 埼⽟県 ＨＭＶ　イオンモール春⽇部 東京都 新星堂　ルミネ⽴川店 新潟県 蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店 静岡県 明屋書店浜松渡瀬店 滋賀県 三洋堂書店　⼋⽇市店 兵庫県 ブックスユートピア野間店 広島県 ⼤沢商事㈱ 福岡県 ヨシダ楽器　イオン福岡伊都店 沖縄県 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＯＫＩＮＡＷＡ

北海道 ⽟光堂　イオン千歳店 茨城県 WonderGOO　⿅島店 埼⽟県 ＨＭＶ　ららぽーと富⼠⾒ 東京都 新星堂　昭島店 新潟県 蔦屋書店　新発⽥店 静岡県 ⼤垣書店　イオンモール富⼠宮店 滋賀県 三洋堂書店　⾼⽉店 兵庫県 ⼤垣書店　神⼾ハーバーランドｕｍｉｅ店 広島県 福原レコード 福岡県 ㈱松⽥楽器店 全国 Joshinディスクピア（Joshin webショップ 除く）

北海道 ⽟光堂　イオン岩⾒沢店 茨城県 WonderGOO　⽯岡店 埼⽟県 新星堂　熊⾕店 東京都 新星堂　国分寺駅ビル店 新潟県 ヨドバシカメラ　マルチメディア新潟駅前 静岡県 ニトーレコード店 滋賀県 三洋堂書店　豊郷店 兵庫県 ALANN新三⽊店 広島県 久松商会 福岡県 （資）⾨司⽇蓄商会 オンラインショップ ぐるぐる王国

北海道 ⽟光堂　イオン帯広店 茨城県 WonderGOO　那珂店 埼⽟県 新星堂　アリオ深⾕店 東京都 新星堂　アリオ葛⻄店 新潟県 ミュージックショップフジヤ新津 静岡県 芹沢百貨堂 滋賀県 ㈱北⽥レコード 兵庫県 ＷＡＹ福崎店 広島県 サウンドラボ　キハラ⻄条店 福岡県 ラインレコード　ブラス店 オンラインショップ TOWER RECORDS ONLINE

北海道 ⽟光堂　帯広イトーヨーカドー店 茨城県 WonderGOO　⽔⼾笠原店 埼⽟県 新星堂　草加マルイ店 東京都 新星堂　アトレ吉祥寺店 新潟県 丸⼭電機店 静岡県 櫛⽥商店 京都府 エディオン円町店 兵庫県 ＷＡＹ⻄明⽯店 ⼭⼝県 エディオン岩国店 福岡県 はたや楽器店 オンラインショップ ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ｏｎｌｉｎｅ

北海道 ⽟光堂　⼩樽本店 茨城県 WonderGOO　ひたち野うしく店 埼⽟県 新星堂　新越⾕駅ビル店 東京都 エンタバアキバ by WonderGOO / SHINSEIDO 富⼭県 ＨＭＶ　イオンモール⾼岡 静岡県 ヤマカ楽器 京都府 ＪＥＵＧＩＡ　三条本店　１Ｆ 兵庫県 姫路ミヤコ ⼭⼝県 エディオン萩店 福岡県 ダウンビート オンラインショップ 新星堂WonderGOOオンライン

北海道 ⽟光堂　イオンモール旭川駅前店 茨城県 WonderGOO　古河店 埼⽟県 WonderGOO　越⾕店 東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店 富⼭県 ＴＳＵＴＡＹＡ　⼩杉町店 静岡県 杉浦レコード商会 京都府 ＪＥＵＧＩＡ　[Basic.] 兵庫県 サウンドエリアセンティ ⼭⼝県 エディオン柳井店 福岡県 ミュージックプラザ　みつば オンラインショップ TSUTAYAオンラインショッピング

北海道 ⽟光堂　イオン釧路店 茨城県 WonderGOO　守⾕店 埼⽟県 WonderGOO　⼊間店 東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　町⽥⽊曽店 富⼭県 ＴＳＵＴＡＹＡ　明⽂堂滑川店 愛知県 We'sヒルズウォーク徳重店 京都府 ＪＥＵＧＩＡ　イオン久御⼭店 兵庫県 ㈱毎⽇舎蓄⾳器店 ⼭⼝県 エディオン⼭⼝本店 福岡県 ⽮野楽器店 オンラインショップ ⼭野楽器オンラインショップ

北海道 ⽟光堂　イオンモール釧路昭和店 茨城県 WonderGOO　千代⽥店 埼⽟県 WonderGOO　三郷店 東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　⼤森町駅前店 富⼭県 ＴＳＵＴＡＹＡ　明⽂堂⿂津店 愛知県 イケヤ　イオン⼩牧店 京都府 タワーレコード　京都店 兵庫県 姫路レコード店　本店 ⼭⼝県 新星堂　下関店 福岡県 甲斐⽥レコード店 オンラインショップ Amazon.co.jp

北海道 ⽟光堂　イオン北⾒店 茨城県 WonderGOO　鉾⽥店 埼⽟県 WonderGOO　本庄店 東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　福⽣店 富⼭県 ＴＳＵＴＡＹＡ　明⽂堂富⼭掛尾店 愛知県 エディオン豊⽥本店 京都府 ＨＭＶ　洛北阪急スクエア 兵庫県 ミュージックショップ　クボタ ⼭⼝県 明屋書店下松店 福岡県 中川時計店 オンラインショップ 楽天ブックス

北海道 ⽟光堂　函館駅前ビル店 茨城県 WonderGOO　⽇⽴中央店 埼⽟県 ＴＳＵＴＡＹＡ　所沢⼭⼝店 東京都 蔦屋書店　多摩永⼭店 富⼭県 明⽂堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　⾼岡射⽔店 愛知県 タワーレコード　名古屋パルコ店 京都府 新星堂　イオンモール⾼の原店 兵庫県 ミュージックセンター新東（有） ⼭⼝県 明屋書店南岩国店 福岡県 イチリキ電気 オンラインショップ ネオウィング

北海道 くまざわ書店　⼿稲店 茨城県 WonderGOO　常陸⼤宮店 埼⽟県 ＴＳＵＴＡＹＡ　⼊間仏⼦店 東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　府中駅前店 富⼭県 ＴＳＵＴＡＹＡ　砺波店 愛知県 タワーレコード　名古屋近鉄パッセ店 京都府 ヨドバシカメラ マルチメディア京都 兵庫県 前⽥楽器店 ⼭⼝県 明屋書店光店 福岡県 平尾レコード店 宮崎県 ブックスミスミ⽇向店

北海道 CD PLAZA WAVE MEGAMAC店 茨城県 WonderGOO　下館店 埼⽟県 ＴＳＵＴＡＹＡ　⾼麗川店 東京都 蔦屋書店　南⼤沢店 富⼭県 トオンミュージック　ファボーレ店 愛知県 タワーレコード　東浦店 京都府 くまざわ書店　桃⼭店 兵庫県 ㈱ひらせ ⼭⼝県 明屋書店富⽥店 福岡県 ラインレコード 宮崎県 ㈱たつた商店

北海道 CD PLAZA WAVE WOW店 茨城県 WonderGOO　東店 埼⽟県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鴻巣吹上店 東京都 蔦屋書店　⼋王⼦楢原店 富⼭県 トオンミュージック　⿂津店 愛知県 タワーレコード　⼤⾼店 京都府 ⼤垣書店ビブレ店 兵庫県 平和レコード店 ⼭⼝県 明屋書店今宿店 福岡県 ⼭⼝電機商会 宮崎県 ㈱美賞堂

北海道 吉崎レコード　楽器店 茨城県 WonderGOO　境Ｆｉｓｓ店 埼⽟県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＱＬｕＲｉ川越店 東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　⽻村店 富⼭県 BOOKSなかだ　婦中店 愛知県 ＨＭＶ　栄 京都府 ⼤垣書店　イオンモール京都店 兵庫県 砂川レコード店 ⼭⼝県 明屋書店柳井店 佐賀県 エディオン佐賀本店 ⿅児島県 We's⿅児島店

北海道 浅原栄陽堂 茨城県 WonderGOO　北茨城店 埼⽟県 蔦屋書店　本庄早稲⽥店 東京都 SHIBUYA TSUTAYA 富⼭県 BOOKSなかだ　⼤沢野店 愛知県 ＨＭＶ　イオンモール扶桑 京都府 ⼤垣書店　イオンモール京都桂川店 兵庫県 ダック ⼭⼝県 明屋書店緑町店 佐賀県 タワーレコード　佐賀店 ⿅児島県 ⼗字屋　ＣＲＯＳＳ

北海道 タケダ楽器㈱ 茨城県 WonderGOO　つくば店 埼⽟県 ＴＳＵＴＡＹＡ　レイクタウン 東京都 バンダレコード　ＬＩＶＩＮ⽥無店 富⼭県 BOOKSなかだ　北の森店 愛知県 ＨＭＶ　イオンモールナゴヤドーム前 京都府 ⼤垣書店　⼆条駅店 兵庫県 富⼠楽器㈱ ⼭⼝県 明屋書店宮野店 佐賀県 ㈱さとう ⿅児島県 タワーレコード アミュプラザ⿅児島店

北海道 ⽩光堂楽器店　栗⼭店 茨城県 WonderGOO　⽇⽴⽥尻店 埼⽟県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鶴ヶ島店 東京都 バンダレコード　イオン板橋店 富⼭県 森電器商会 愛知県 ＨＭＶ　イオンモール⽊曽川 京都府 ⼤垣書店　⾼島屋店 奈良県 タワーレコード　橿原店 ⼭⼝県 明屋書店ＭＥＧＡ⼤内店 佐賀県 久⽶楽器店 ⿅児島県 明屋書店川内店

北海道 尾張屋時計楽器店　斜⾥ 茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば 埼⽟県 バンダレコード　本川越ペペ店 東京都 バンダレコード　イトーヨーカドー⾚⽻店 富⼭県 松野楽器店 愛知県 ＨＭＶ　イオンモール岡崎 京都府 ⼤垣書店　⻲岡店 奈良県 ⽟光堂　イオンモール奈良登美が丘店 ⼭⼝県 明屋書店⼩郡店 佐賀県 しのはらレコード店 ⿅児島県 ブックスミスミ　オプシア

北海道 ㈱⼤阪屋 茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　⿅嶋南店 埼⽟県 バンダレコード　新所沢パルコ店 東京都 ⼭野楽器 銀座本店 ⽯川県 タワーレコード　⾦沢フォーラス店 愛知県 新星堂　名古屋店 京都府 ⼤垣書店　醍醐店 奈良県 ＷＡＹ御所店 ⼭⼝県 明屋書店東岐波店 佐賀県 みきや楽器店 ⿅児島県 ブックスミスミ　七ツ島店

北海道 ギンヤレコード店 茨城県 蔦屋書店　⿓ケ崎店 埼⽟県 バンダレコード　ステラタウン⼤宮店 東京都 銀座⼭野楽器 調布パルコ店 ⽯川県 新星堂　アピタ松任店 愛知県 新星堂　アピタ⻑久⼿店 京都府 ブックパル　五条店 奈良県 ＷＡＹ押熊店 ⼭⼝県 明屋書店厚狭店 ⻑崎県 平和ビル㈱ ⿅児島県 ブックスミスミ　⿅屋店

北海道 ふくや楽器店 茨城県 バンダレコード　イオンモールつくば店 埼⽟県 バンダレコード　ららぽーと新三郷店 東京都 銀座⼭野楽器 府中フォーリス店 ⽯川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　⾦沢店 愛知県 新星堂　アピタ岡崎北店 京都府 ⼤垣書店　イオンモール京都五条店 奈良県 ＷＡＹＳＣ桜井店 ⼭⼝県 明屋書店⻑⾨店 ⻑崎県 光洋楽器 ⿅児島県 宮⽥カンパニー

北海道 ㈱ミツノ 茨城県 バンダレコード　イオンモール⼟浦店 埼⽟県 銀座⼭野楽器 イオンモール北⼾⽥店 東京都 銀座⼭野楽器 セレオ⼋王⼦店 ⽯川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　⾦沢野々市店 愛知県 新星堂　アピタ江南⻄店 京都府 ⼤垣書店Kotochica御池店 奈良県 ＷＡＹ書店天理店 ⼭⼝県 明屋書店萩店 熊本県 ＢＯＯＫＳ　あんとく荒尾店 ⿅児島県 ㈱島津

北海道 ㈱ミツノ　⽉寒店 茨城県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店 埼⽟県 銀座⼭野楽器 そごう⼤宮店 東京都 銀座⼭野楽器 イオンモール東久留⽶店 ⽯川県 BOOKSなかだ　イオンかほく店 愛知県 新星堂　リーフウォーク稲沢店 京都府 ディスクショップ⽩⿃ 奈良県 Ｍｕｓｉｃ　Ｓｈｏｐ　ＢＩＧ　⼤和郡⼭店 ⼭⼝県 明屋書店下関⻑府店 熊本県 ＢＯＯＫＳ　あんとく⼭⿅店 沖縄県 サウンドボックス ミツトモ

北海道 ⽉⽥楽器店 茨城県 三洋堂書店　⽯岡店 埼⽟県 銀座⼭野楽器 イオンモール上尾店 東京都 銀座⼭野楽器 南町⽥店 ⽯川県 ｄｉｓｃ　ＦＡＮ　加賀店 愛知県 新星堂　アスナル⾦⼭店 京都府 ㈱内藤時計楽器　⻄友店 奈良県 三洋堂書店　橿原神宮店 ⼭⼝県 明屋書店ＭＥＧＡ新下関店 熊本県 ⼈吉ツルヤ楽器店 沖縄県 タワーレコード　那覇リウボウ店

北海道 Ｊａｒｔ㈱　オーディオショップ 茨城県 ナガホリ　勝⽥ 埼⽟県 銀座⼭野楽器 ワルツ所沢店 東京都 ヨドバシカメラ 新宿⻄⼝本店 ⽯川県 ミヤコ 愛知県 新星堂　アピタ向⼭店 京都府 （有）ディスクハウス　オズ 奈良県 三洋堂書店　桜井店 ⼭⼝県 紀伊國屋書店ゆめタウン下松店 熊本県 新星堂　ゆめタウン光の森店 沖縄県 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＯＫＩＮＡＷＡ

北海道 ㈱すずき 茨城県 カギヤ楽器 埼⽟県 銀座⼭野楽器 丸広⼊間店 東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア Akiba 福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　福井⾼柳店 愛知県 新星堂　mozo ワンダーシティ店 京都府 ⼭科　キクヤレコード店 奈良県 三洋堂書店　平群店 ⼭⼝県 ⽂榮堂ヴィレッジボイス 熊本県 蔦屋書店　熊本三年坂 全国 Joshinディスクピア（Joshin webショップ 除く）

⻘森県 タワーレコード　下⽥店 茨城県 ナガタヤ　結城 埼⽟県 銀座⼭野楽器 丸広川越店 東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア 錦⽷町 福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　若杉店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東浦店 京都府 ㈱清⽔屋商店 奈良県 三洋堂書店　⼤安寺店 ⼭⼝県 南陽ミュージック 熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　近⾒店 オンラインショップ ぐるぐる王国

⻘森県 ＨＭＶ　イオンモールつがる柏 茨城県 ナガタヤ　筑⻄ 埼⽟県 ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都⼼駅前 東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア 町⽥ 福井県 紀伊國屋書店福井店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん⽩揚半⽥店 京都府 ㈱和⽥電器 奈良県 三洋堂書店　⾹芝店 ⼭⼝県 演奏堂 熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　⽟名店 オンラインショップ TOWER RECORDS ONLINE

⻘森県 新星堂　⼋⼾ニュータウン店 茨城県 ⼆葉　⽇⽴多賀 埼⽟県 ＭＵＳＩＣ　ＭＥＤＩＡ　菖蒲店 東京都 ヨドバシカメラ　⼋王⼦ 福井県 勝⽊書店　⼤野店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん⽩揚春⽇井店 京都府 市原栄光堂 奈良県 ㈱ビデオトナリエ⼤和⾼⽥店 ⼭⼝県 三好屋 熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　清⽔バイパス店 オンラインショップ ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ｏｎｌｉｎｅ

⻘森県 バンダレコード　さくら野弘前店 茨城県 ナガタヤ 埼⽟県 くまざわ書店　川⼝ララガーデン店 東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア 吉祥寺 福井県 三洋堂書店　⼩浜店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん⽩揚岡崎インター店 ⼤阪府 エディオン堺インター店 和歌⼭県 ＷＡＹ書店 ＴＳＵＴＡＹＡ⽥辺東⼭店 ⼭⼝県 ㈱名曲堂　宇部 熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　健軍店 オンラインショップ 新星堂WonderGOOオンライン

⻘森県 成⽥本店しんまち店 栃⽊県 ＨＭＶ　イトーヨーカドー宇都宮 埼⽟県 ⽂真堂書店　幸⼿店 東京都 くまざわ書店イトーヨーカドー⼤森店 福井県 オーディオ渡辺 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん⽩揚バロー⼾⽥店 ⼤阪府 エディオン中環東⼤阪店 和歌⼭県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ岩出店 ⼭⼝県 宮川楽器店 熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　帯⼭店 オンラインショップ TSUTAYAオンラインショッピング

⻘森県 フォーユー⼋⾷店 栃⽊県 新星堂　イオンモール佐野新都市店 埼⽟県 ⽂真堂書店　秩⽗⿊⾕店 東京都 くまざわ書店 東⼤和店 福井県 ⽇⽐⾕楽器店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん⽩揚瀬⼾店 ⼤阪府 エディオン豊中店 和歌⼭県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹオークワ本社店 ⼭⼝県 ㈱快⾳堂楽器店 熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　琴平店 オンラインショップ ⼭野楽器オンラインショップ

岩⼿県 エムズエクスポ盛岡店 栃⽊県 WonderGOO　真岡店 埼⽟県 ⽂真堂書店　ビバモール本庄店 東京都 くまざわ書店　イトーヨーカドー⼋王⼦店 福井県 （有）マスダ商会 愛知県 バンダレコード　イオンモール新瑞橋店 ⼤阪府 エディオン⾼槻宮⽥店 和歌⼭県 くまざわ書店　和歌⼭ＭＩＯ店 ⼭⼝県 ⽯井楽器店 熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　⽥崎店 オンラインショップ Amazon.co.jp

岩⼿県 タワーレコード　盛岡店 栃⽊県 WonderGOO　⾜利店 埼⽟県 紀伊國屋書店さいたま新都⼼店 東京都 東⼤和　関⼝レコード店 福井県 オリエント商会 愛知県 バンダレコード　イオンモール名古屋茶屋店 ⼤阪府 エディオンもりのみや店 和歌⼭県 エディオン和歌⼭店 徳島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　北島店 熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　光の森店 オンラインショップ 楽天ブックス

岩⼿県 WonderGOO　奥州⽔沢店 栃⽊県 WonderGOO　⿅沼店 埼⽟県 アットマークジュエリー 東京都 PET SOUNDS RECORD 武蔵⼩⼭ ⼭梨県 新星堂　ラザウォーク甲斐双葉店 愛知県 バンダレコード　イオンモール⻑久⼿店　 ⼤阪府 ＪＥＵＧＩＡ　イオン茨⽊店 和歌⼭県 ＷＡＹ串本店 徳島県 ＡＷＡミュージック 熊本県 蔦屋書店　嘉島 オンラインショップ ネオウィング

岩⼿県 ＴＳＵＴＡＹＡ　花巻店 栃⽊県 WonderGOO　⼩⼭店 埼⽟県 トライアングル 東京都 サウンドショップニッポー ⼭梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲府昭和店 愛知県 ヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋 ⼤阪府 Joshin⽇本橋店 和歌⼭県 ＷＡＹ有⽥川店 徳島県 フクタレコード 熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　菊池店 オンラインショップ AIM STORE

岩⼿県 バンダレコード　イオンモール盛岡南店 栃⽊県 WonderGOO　⼤⽥原店 埼⽟県 ⾕⽥楽器　熊⾕店 東京都 ⾳曲堂 ⼭梨県 ⽟光堂　セレオ甲府店 愛知県 くまざわ書店　岩倉店 ⼤阪府 タワーレコード　難波店 和歌⼭県 ＷＡＹロマンシティ御坊店 ⾹川県 デュークショップ　⾼松店 熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　菊陽

岩⼿県 さとう屋楽器店 栃⽊県 WonderGOO　下野店 埼⽟県 間野電気商会　ＭＡＮＯＸ 東京都 前⽥楽器店 ⼭梨県 ヨドバシカメラ マルチメディア甲府 愛知県 サイバーベイ ⼤阪府 タワーレコード　梅⽥ＮＵ茶屋町店 和歌⼭県 ＷＡＹ美浜店 ⾹川県 タワーレコード　⾼松丸⻲町店 熊本県 蔦屋書店　⼩川町

岩⼿県 村定楽器店 栃⽊県 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店 埼⽟県 ミヤコ　蕨店 東京都 ⼩⽥レコード店 ⼭梨県 Ｍｕｓｉｃ　Ｓｈｏｐ　ＢＩＧ　甲府昭和店 愛知県 三洋堂書店　梅坪店 ⼤阪府 タワーレコード　⾼槻阪急店 和歌⼭県 ＷＡＹＧＰ和歌⼭店 ⾹川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇多津店 熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　⼤津店

岩⼿県 北上正時堂 栃⽊県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮南店 埼⽟県 ミュージックムサシ 東京都 ⾳楽堂　⼤岡⼭店 ⼭梨県 好楽堂楽器店 愛知県 三洋堂書店　豊川店 ⼤阪府 タワーレコード　あべのＨｏｏｐ店 和歌⼭県 ＷＡＹＳＣ南紀店 ⾹川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　丸⻲郡家店 熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　植⽊店

宮城県 タワーレコード　仙台パルコ店 栃⽊県 ＴＳＵＴＡＹＡ　⿊磯店 千葉県 タワーレコード　津⽥沼店 東京都 ⾚⽻　美声堂 ⼭梨県 永⽥楽器店 愛知県 三洋堂書店　知⽴店 ⼤阪府 タワーレコード　アリオ⼋尾店 和歌⼭県 ＷＡＹ和歌⼭⾼松店 ⾹川県 ミュージックプラザ⼩早川 熊本県 サンロード明屋書店錦店

宮城県 タワーミニ　アリオ仙台泉店 栃⽊県 ＴＳＵＴＡＹＡ　⿅沼店 千葉県 タワーレコード　アリオモール蘇我店 東京都 鈴⽊楽器 ⻑野県 タワーレコード　上⽥店 愛知県 三洋堂書店　半⽥店 ⼤阪府 タワーミニ　くずはモール店 和歌⼭県 ＷＡＹ書店ＰＣ⽥辺店 愛媛県 エディオン松⼭本店 熊本県 サンロード明屋書店免⽥店

宮城県 ＨＭＶ　仙台EBeanS 栃⽊県 ＴＳＵＴＡＹＡ　今市店 千葉県 タワーレコード　ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店 東京都 ⼩川商店 ⻑野県 蔦屋書店　⻑野川中島店 愛知県 三洋堂書店　⿃居松店 ⼤阪府 タワーミニ　もりのみやキューズモール店 和歌⼭県 ＷＡＹ新宮仲ノ町店 愛媛県 デュークショップ　松⼭店 熊本県 明屋書店サンロードシティ熊本店

宮城県 新星堂　ザ・モール仙台⻑町店 栃⽊県 ＴＳＵＴＡＹＡ　真岡店 千葉県 タワーレコード　セブンパークアリオ柏 東京都 三光堂 ⻑野県 蔦屋書店　⻑野徳間店 愛知県 三洋堂書店　⾼浜Ｔぽーと店 ⼤阪府 タワーミニ　セブンパーク天美店 和歌⼭県 ＷＡＹ橋本店 愛媛県 ＳｅｒｅｎＤｉｐ明屋書店アエル店 熊本県 サンロード明屋書店多良⽊店

宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ヤマト屋書店　東仙台店 栃⽊県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮インターパーク店 千葉県 ＨＭＶ　イオンモール千葉ニュータウン 東京都 新宿レコード ⻑野県 ライオン堂　⾼宮店 愛知県 三洋堂書店　清洲店 ⼤阪府 ＨＭＶ　グランフロント⼤阪 和歌⼭県 ＷＡＹ海南店 愛媛県 明屋書店平井店 熊本県 ブックスミスミ　⼈吉店

宮城県 バンダレコード　イオン仙台中⼭店 栃⽊県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐野店 千葉県 ＨＭＶ　ららぽーと柏の葉 東京都 セキネ楽器店 ⻑野県 三洋堂書店　駒ヶ根店 愛知県 三洋堂書店　ひしの店 ⼤阪府 ＨＭＶ　ららぽーと和泉 和歌⼭県 福⽥時計店 愛媛県 明屋書店⽯井店 熊本県 ムラヤマレコード　宇⼟シティモール店

宮城県 バンダレコード　イオンモール富⾕店 栃⽊県 ＴＳＵＴＡＹＡ　作新学院前店 千葉県 ＨＭＶ　イオンモール成⽥ 東京都 ⾳のヨーロー堂 ⻑野県 中村時計本店　須坂 愛知県 三洋堂書店　⼤⽥川店 ⼤阪府 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ　ＳＨＩＮＳＡＩＢＡＳＨＩ 和歌⼭県 （有）ＨＩＴＳイシイ　本店 愛媛県 明屋書店空港通り店 熊本県 ムラヤマレコード

宮城県 バンダレコード　イオンモール名取店 栃⽊県 ＴＳＵＴＡＹＡ　⾃治医⼤店 千葉県 ＨＭＶ　イオンモール⼋千代緑が丘 東京都 宮⽥レコード ⻑野県 アベレコード　⻑野 愛知県 三洋堂書店　⼄川店 ⼤阪府 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＰＯＴ 伊丹空港 和歌⼭県 クリヤマレコード 愛媛県 明屋書店ＭＥＧＡ平⽥店 熊本県 ムラヤマレコード　イオン熊本中央店

宮城県 バンダレコード イオンモール新利府 北館店 栃⽊県 ＴＳＵＴＡＹＡ　栃⽊城内店 千葉県 新星堂　カルチェ5柏店 東京都 吉⽥商会 ⻑野県 ⼩枝時計店　上⽥ 愛知県 三洋堂書店　⻄尾店 ⼤阪府 新星堂　天王寺ミオ店 和歌⼭県 新声堂楽器店 愛媛県 明屋書店中央通店 熊本県 成電社

宮城県 バンダレコード　イオンモール⽯巻店 栃⽊県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮駅東⼝店 千葉県 新星堂　ニッケコルトンプラザ店 東京都 中野　名曲堂 ⻑野県 シマダヤ楽器店 愛知県 三洋堂書店　中野橋店 ⼤阪府 新星堂　京橋店 ⿃取県 エディオン⽶⼦店 愛媛県 明屋書店松前店 熊本県 （有）⽂化堂レコード店

宮城県 バンダレコード　スクラム⼤河原店 栃⽊県 ヨドバシカメラ マルチメディア宇都宮 千葉県 新星堂　四街道ヨーカドー店 東京都 ミュージックショップ　ダン ⻑野県 川上時計 愛知県 三洋堂書店　新開橋店 ⼤阪府 新星堂　イオンモール四條畷店 ⿃取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　倉吉中央店 愛媛県 明屋書店ＭＥＧＡ⻄の⼟居店 熊本県 福富商会

宮城県 バンダレコード　スクラム古川店 栃⽊県 くまざわ書店宇都宮店ＣＤショップ 千葉県 新星堂　船橋ヨーカドー店 東京都 ダイナミックオーディオ　サウンドパーク・ダイナ 岐⾩県 タワーレコード　モレラ岐⾩店 愛知県 三洋堂書店　城⼭店 ⼤阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　牧野⾼校前店 ⿃取県 今井書店　吉成店サウンドスタジアム 愛媛県 明屋書店新居浜松⽊店 ⼤分県 ＨＭＶ　パークプレイス⼤分

宮城県 銀座⼭野楽器 仙台店 栃⽊県 くまざわ書店　宇都宮インターパーク店 千葉県 新星堂　イオンモール⽊更津店 東京都 コーチャンフォー　若葉台店 岐⾩県 ＨＭＶ　イオンモール各務原 愛知県 三洋堂書店　志段味店 ⼤阪府 ＴＳＵＴＡＹＡＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ⿃取県 今井書店　倉吉パープルタウン店 愛媛県 明屋書店川東店 ⼤分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　別府上⼈ヶ浜店

宮城県 ヨドバシカメラ マルチメディア仙台 栃⽊県 ⽂真堂書店　⾜利助⼾店 千葉県 WonderGOO　東⾦店 東京都 五番街　東武プラザ店 岐⾩県 新星堂　カラフルタウン岐⾩店 愛知県 三洋堂書店　当知店 ⼤阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　上新⽥店 島根県 エディオン松江店 愛媛県 明屋書店⻄条福武店 ⼤分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中津店

宮城県 東海林無線電機㈱ 栃⽊県 ⽂真堂書店　葉⿅店 千葉県 WonderGOO　茂原店 神奈川県 エディオン⻘葉台東急スクエア店 岐⾩県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん⽩揚⼤垣店 愛知県 三洋堂書店　よもぎ店 ⼤阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＣＬＵＢトーワブックス⽑⾺店 島根県 今井書店　安来プラーナ店 愛媛県 明屋書店⻄条本店 ⼤分県 明屋書店⾼城店

宮城県 ディスクノート　仙台店 栃⽊県 ⾦井楽器 千葉県 WonderGOO　鎌ヶ⾕店 神奈川県 タワーレコード　川崎店 岐⾩県 Ｍｅｄｉａ　Ｓｔａｔｉｏｎ　ＢＩＧ　岐⾩店 愛知県 三洋堂書店　⾹久⼭店 ⼤阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉観⾳寺店 島根県 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER 愛媛県 明屋書店東予店 ⼤分県 明屋書店賀来店

宮城県 ⼭⽥楽器店　⽩⽯ 栃⽊県 ＰＬＡＺＡ　ＨＡＭＡＤＡ 千葉県 WonderGOO　旭店 神奈川県 タワーレコード　アリオ橋本店 岐⾩県 三洋堂書店　⾼⼭店 愛知県 三洋堂書店シャオ⻄尾店 ⼤阪府 枚⽅　蔦屋書店 島根県 今井書店　ゆめタウン出雲店 愛媛県 明屋書店川之江店 ⼤分県 明屋書店フリーモールわさだ店

秋⽥県 タワーレコード　秋⽥オーパ店 栃⽊県 ヤングメイト 千葉県 WonderGOO　千葉ニュータウン店 神奈川県 タワーレコード　横浜ビブレ店 岐⾩県 三洋堂書店　⼟岐店 愛知県 ㈱濃尾商会　⾦⼭ ⼤阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店 島根県 今井書店　⽊次マルシェリーズ店 愛媛県 明屋書店今治本店 ⼤分県 明屋書店⾅杵野⽥店

秋⽥県 ＨＭＶ　イオンモール秋⽥ 栃⽊県 ミュージックプラザ　ミモリ 千葉県 WonderGOO　⼋街店 神奈川県 タワーレコード　グランツリー武蔵⼩杉 岐⾩県 三洋堂書店　ルビットタウン⾼⼭店 愛知県 名盤堂 ⼤阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＥＢＩＳＵＢＡＳＨＩ 島根県 （有）柏⽊商会 愛媛県 明屋書店喜⽥村店 ⼤分県 明屋書店⽇⽥店

秋⽥県 柏⾕楽器店　駅前店 栃⽊県 ミュージックフクダ 千葉県 WonderGOO　富⾥店 神奈川県 タワーレコ－ド　藤沢オーパ店 岐⾩県 三洋堂書店　⼤野店 愛知県 ㈱中川商店 ⼤阪府 紀伊國屋書店梅⽥本店 島根県 井上楽器店 愛媛県 明屋書店今治別宮店 ⼤分県 明屋書店コスモタウン佐伯店

秋⽥県 細川蓄⾳機店 栃⽊県 ミュージックショップ　はしだ 千葉県 WonderGOO　成東店 神奈川県 ＨＭＶ　横浜ＷＯＲＬＤ　ＰＯＲＴＥＲＳ 岐⾩県 三洋堂書店　穂積店 愛知県 ⾕⼝電波 ⼤阪府 銀座⼭野楽器 イオンモール鶴⾒緑地店 島根県 ㈱エコー本店 愛媛県 明屋書店⼤洲店 ⼤分県 明屋書店中津本店

秋⽥県 イノウエレコード店 群⾺県 タワーレコード　⾼崎オーパ店 千葉県 幕張　蔦屋書店 神奈川県 ＨＭＶ　ラゾーナ川崎 岐⾩県 三洋堂書店　みのかも店 愛知県 （有）サニーレコード　本店 ⼤阪府 銀座⼭野楽器 リノアス⼋尾店 岡⼭県 エディオン倉敷本店 愛媛県 明屋書店内⼦店 ⼤分県 明屋書店中央町店

秋⽥県 アサヒ楽器店 群⾺県 ＨＭＶ　イオンモール太⽥ 千葉県 バンダレコード　テラスモール松⼾店 神奈川県 ＨＭＶ　ららぽーと横浜 岐⾩県 三洋堂書店　⾼富店 愛知県 （有）⽵内楽器店 ⼤阪府 ヨドバシカメラ マルチメディア梅⽥ 岡⼭県 エディオン津⼭本店 愛媛県 明屋書店宇和店 ⼤分県 明屋書店宇佐店

秋⽥県 ＣＤショップＩＴＯ　男⿅店 群⾺県 ＨＭＶ　イオンモール⾼崎 千葉県 バンダレコード　イオンマリンピア店 神奈川県 新星堂　横浜ジョイナス店 岐⾩県 三洋堂書店　新関店 愛知県 （有）朝⽐奈電機商会 ⼤阪府 ⼤垣書店　豊中緑丘店 岡⼭県 エディオン下中野店 愛媛県 明屋書店⼋幡浜店 ⼤分県 明屋書店豊後⾼⽥店

秋⽥県 美⾳社 群⾺県 WonderGOO　⾼崎店 千葉県 銀座⼭野楽器 そごう千葉店 神奈川県 新星堂　海⽼名店 岐⾩県 三洋堂書店　多治⾒南店 愛知県 宮⽥電器商会 ⼤阪府 サウンド　デューク 岡⼭県 エディオン東川原店 愛媛県 明屋書店宇和島明倫店 ⼤分県 くまざわ書店　⼤分明野店

⼭形県 新星堂　鶴岡店 群⾺県 WonderGOO　伊勢崎店 千葉県 ＭＥＤＩＡ　⽊更津店 神奈川県 新星堂　上⼤岡店 岐⾩県 三洋堂書店　⼤和店 愛知県 ㈱加藤電気商会 ⼤阪府 紀伊國屋書店　泉北店 岡⼭県 タワーレコード　イオンモール倉敷店 愛媛県 明屋書店広⾒店 ⼤分県 別府　エトウ南海堂

⼭形県 ＴＳＵＴＡＹＡ　⼭形北町店 群⾺県 WonderGOO　富岡店 千葉県 紀伊國屋書店流⼭おおたかの森店 神奈川県 新星堂　⼩⽥原ダイナシティ店 岐⾩県 三洋堂書店　アクロスプラザ恵那店 愛知県 ナガシマテレビレコード部 ⼤阪府 紀伊國屋書店アリオ鳳店 岡⼭県 タワーレコード　アリオ倉敷店 愛媛県 明屋書店南宇和店 ⼤分県 コトブキレコード店

⼭形県 ＴＳＵＴＡＹＡ　⽶沢相⽣町店 群⾺県 WonderGOO　館林店 千葉県 三洋堂書店　岬店 神奈川県 新星堂　⼤和鶴間店 岐⾩県 三洋堂書店　⼤垣バロー店 愛知県 ㈱タナベ楽器店 ⼤阪府 紀伊國屋書店泉北店 岡⼭県 ＨＭＶ　イオンモール岡⼭ 愛媛県 藤⽥レコード店 ⼤分県 吉松楽器店

⼭形県 丸井⼋⽂字屋 群⾺県 ⽂真堂書店　新井店 千葉県 三洋堂書店　市原⽜久店 神奈川県 新星堂　⽴場ヨーカドー店 岐⾩県 三洋堂書店　各務原店 愛知県 ツバメ屋楽器店 ⼤阪府 ⻄淀川CDショップ　イシゲン 岡⼭県 ＴＳＵＴＡＹＡ　津島モール店 ⾼知県 ＨＭＶ　イオンモール⾼知 ⼤分県 ⼯藤電器商会

⼭形県 バンダレコード　イオン東根店 群⾺県 ⽂真堂書店　⼤間々店 千葉県 三井屋楽器店　都賀 神奈川県 新星堂　モザイクモール港北店 岐⾩県 三洋堂書店　南濃店 愛知県 ㈱⽥中電化センター ⼤阪府 ＷＡＹ富⽥林店　　　　　　　 岡⼭県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡⼭⻄⼤寺店 ⾼知県 明屋書店四万⼗川店 ⼤分県 （有）ミナト楽器

⼭形県 こまつ書店桜⽥店 群⾺県 ⽂真堂書店　上原店 千葉県 丸越楽器 神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　川崎駅前店 岐⾩県 三洋堂書店　本巣店 三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ久居店 ⼤阪府 Ｍｕｓｉｃ　Ｓｈｏｐ　ＢＩＧ　堺鉄砲町店 岡⼭県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中島店 ⾼知県 明屋書店フジ宿⽑店 ⼤分県 川村楽器店

⼭形県 こまつ書店寿町本店 群⾺県 ⽂真堂書店　原町店 千葉県 丸越楽器　横芝松尾店 神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　向ヶ丘遊園店 岐⾩県 三洋堂書店　せき東店 三重県 タワーレコード　鈴⿅店 ⼤阪府 Ｍｕｓｉｃ　Ｓｈｏｐ　ＢＩＧ　りんくう泉南店 岡⼭県 ＴＳＵＴＡＹＡ　⼗⽇市店 福岡県 エディオン到津店 ⼤分県 久⽶楽器　⼤分店　ビートパワー

⼭形県 こまつ書店⻄⽥店 群⾺県 ⽂真堂書店　倉賀野店 千葉県 市川ヨーロー堂 神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　菊名駅東⼝店 岐⾩県 三洋堂書店　垂井店 三重県 新星堂　イオンモール桑名店 ⼤阪府 マルゼン楽器　サンピア店 岡⼭県 ＴＳＵＴＡＹＡ　⾼屋店 福岡県 ＢＯＯＫＳ　あんとく三潴店 宮崎県 We's延岡店


