
▼メーカー特典配布店舗一覧

都道府県 店名

WEB タワーレコード　オンライン
WEB HMV&BOOKS online

WEB KING e-SHOP

北海道 HMV札幌ステラプレイス

北海道 コーチャンフォー　新川通り店 

北海道 コーチャンフォー　ミュンヘン大橋店 

北海道 コーチャンフォー　美しが丘店 

北海道 コーチャンフォー　釧路店 

北海道 コーチャンフォー　旭川店 

北海道 コーチャンフォー　北見店
北海道 スーパーブックス　桔梗店

青森県 HMVイオンモールつがる柏

秋田県 HMVイオンモール秋田

福島県 スーパーブックス　新白河店

茨城県 HMVイオンモール水戸内原

栃木県 HMVイトーヨーカドー宇都宮

栃木県 スーパーブックス　今市店

群馬県 HMVイオンモール太田

群馬県 HMVイオンモール高崎

群馬県 紀伊國屋書店 前橋店

埼玉県 HMVイオンモール浦和美園

埼玉県 HMVイオンモール川口前川

埼玉県 HMVイオンモール春日部

埼玉県 HMVららぽーと富士見

埼玉県 新星堂　新越谷駅ビル店

埼玉県 新星堂　アリオ深谷店

埼玉県 HMVイオンモール羽生

埼玉県 紀伊國屋書店 さいたま新都心店

埼玉県 HMVイオンモール与野

千葉県 HMVイオンモール千葉ニュータウン

千葉県 HMVららぽーと柏の葉

千葉県 HMVイオンモール成田

千葉県 HMVイオンモール八千代緑が丘

千葉県 紀伊國屋書店 流山おおたかの森店

東京都 コーチャンフォー　若葉台店 

東京都 タワーレコード　渋谷店

東京都 タワーレコード　新宿店

東京都 山野楽器　本店２Ｆジャズフロア

東京都 山野楽器　西武池袋店
東京都 HMVエソラ池袋

東京都 HMVららぽーと豊洲

東京都 HMVイオンモールむさし村山

東京都 HMV&BOOKS HIBIYA COTTAGE

東京都 HMV&BOOKS SHINSAIBASHI

東京都 新星堂　ＴＦＴＲ立川店

東京都 新星堂　武蔵境ヨーカドー店

神奈川県 HMVラゾーナ川崎

神奈川県 HMVららぽーと横浜



神奈川県 新星堂　横浜ジョイナス店

神奈川県 新星堂　上大岡店

神奈川県 新星堂　海老名店

神奈川県 新星堂　ショッパーズプラザ横須賀店

神奈川県 新星堂　大和鶴間店

新潟県 紀伊國屋書店 新潟店

富山県 紀伊國屋書店 富山店

石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店

福井県 紀伊國屋書店 福井店

山梨県 新星堂　ラザウォーク甲斐双葉店

長野県 笠原書店　レイクウォーク店

長野県 平安堂長野店

長野県 平安堂東和田店

長野県 平安堂川中島店

長野県 平安堂更埴店

長野県 平安堂若槻店

長野県 平安堂諏訪店

長野県 平安堂座光寺店

長野県 平安堂飯田店

長野県 平安堂あづみ野店

長野県 平安堂伊那店

岐阜県 HMVイオンモール各務原

静岡県 イケヤ　プレ葉ウォーク浜北店
静岡県 HMVイオンモール浜松市野

愛知県 ミュージックブース文化堂
愛知県 HMVイオンモール扶桑

愛知県 HMVイオンモール木曽川

愛知県 HMVイオンモール岡崎

愛知県 HMVイオンモール熱田

愛知県 HMVイオンモールナゴヤドーム前

愛知県 紀伊國屋書店 名古屋空港店

愛知県 本の王国刈谷店

愛知県 本の王国豊田吉原店

愛知県 本の王国安城店

愛知県 新星堂　アピタ長久手店

三重県 TSUTAYA WAY 久居店

三重県 本の王国文化センター前店

滋賀県 ＪＥＵＧＩＡ草津Ａ・ＳＱＵＡＲＥ店
京都府 ＪＥＵＧＩＡ三条本店
京都府 ＪＥＵＧＩＡ［Ｂａｓｉｃ.］
京都府 ＪＥＵＧＩＡイオンモール久御山店
大阪府 ディスクピア　日本橋店
大阪府 紀伊國屋書店 グランフロント大阪店

大阪府 WAY書店 TSUTAYA 富田林店

大阪府 ＪＥＵＧＩＡ上本町近鉄店
大阪府 ＪＥＵＧＩＡイオンモール茨木店
大阪府 ミヤコ アリオ鳳店
大阪府 ミヤコ イオンモール大日店
大阪府 タワーレコード　梅田ＮＵ茶屋町店
大阪府 山野楽器イオンモール鶴見緑地店



大阪府 交声堂千里店

大阪府 新星堂　天王寺ミオ店

大阪府 新星堂　難波店

大阪府 HMVららぽーと和泉

兵庫県 HMV三宮VIVRE

兵庫県 HMV阪急西宮ガーデンズ

兵庫県 HMVイオンモール伊丹

兵庫県 紀伊國屋書店 加古川店

兵庫県 TSUTAYA WAY 福崎店

兵庫県 WAY書店 TSUTAYA 西明石店

兵庫県 ミヤコ モザイクボックス川西店
兵庫県 ミヤコ イオンモール伊丹昆陽店
兵庫県 エディオンＪＲ尼崎駅店
兵庫県 大蓄西神店
兵庫県 ＳＯＵＮＤＡＲＥＡ ＳＥＮＴＩ
兵庫県 姫路ミヤコ本店
奈良県 TSUTAYA WAY 御所店

奈良県 WAY書店 TSUTAYA奈良押熊店

奈良県 ＷＡＹ書店　ＴＳＵＴＡＹＡ天理店

和歌山県 TSUTAYA WAY 有田川店

和歌山県 WAY ミレニアシティ岩出店

和歌山県 WAY書店 TSUTAYA オークワ本社店

和歌山県 WAY書店 TSUTAYA美浜店

和歌山県 TSUTAYA WAY オーシティ前 田辺店

和歌山県 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店

和歌山県 スーパーセンターWAY 南紀店

和歌山県 TSUTAYA WAY 和歌山高松店

和歌山県 WAY書店 パビリオンシティ田辺店

和歌山県 TSUTAYA WAY 橋本店

和歌山県 TSUTAYA WAY 海南店

島根県 STUDIO WONDERイオン松江店

島根県 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER

岡山県 HMVイオンモール岡山

岡山県 紀伊國屋書店 クレド岡山店

岡山県 エディオン倉敷本店
広島県 呉　公声堂
広島県 久松商会
広島県 エディオン広島本店
広島県 エディオン東広島本店
広島県 エディオン福山本店
山口県 明林堂書店　ゆめタウン下松店

徳島県 紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店

徳島県 紀伊國屋書店 徳島店

香川県 紀伊國屋書店 丸亀店

高知県 HMVイオンモール高知

福岡県 ミュージックプラザインドウ

福岡県 松田楽器店

福岡県 ヨシダ楽器店

福岡県 HMVイオンモール福津

福岡県 HMVイオンモール直方



福岡県 ゆめタウン遠賀白石書店

福岡県 紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店

福岡県 黒木書店/フィルモアレコード　七隈店

福岡県 黒木書店/フィルモアレコード　長住店

福岡県 Ａ’ＢＯＯＫイオン穂波店

福岡県 新星堂　サンリブシティ小倉店

佐賀県 紀伊國屋書店 佐賀店

長崎県 川下本店

長崎県 絃洋会

熊本県 紀伊國屋書店 熊本はません店

熊本県 ムラヤマレコード 宇土シティプラザ店

大分県 エトウ南海堂

大分県 HMVパークプレイス大分

大分県 明林堂書店　ゆめタウン別府店

大分県 紀伊國屋書店 大分店

宮崎県 新星堂　イオンモール宮崎店

鹿児島県 紀伊國屋書店 鹿児島店

鹿児島県 十字屋クロス店


