
8月4日発売　森口博子「蒼い生命」

▼メーカー特典：35周年記念ステッカーシート　配布店舗一覧

オンライン amazon.co.jp

オンライン Rakutenブックス

オンライン セブンネットショッピング

オンライン タワーレコードオンライン

オンライン HMV&BOOKS online

オンライン TSUTAYAオンラインショッピング

オンライン ヨドバシ.com

オンライン ネオ・ウィング

オンライン ぐるぐる王国

オンライン ビックカメラ ドットコム

オンライン キンクリ堂

全店 TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)

全店 アニメイト全店

北海道 ヨドバシカメラ　マルチメディア札幌

北海道 玉光堂　四丁目店

北海道 HMV　札幌ステラプレイス

北海道 We's石狩緑苑台店  

北海道 We'sイオンモール旭川西店

北海道 We's　室蘭店

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　ミュンヘン大橋店

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　旭川店

北海道 コーチャンフォー　北見店

青森県 バンダレコード　さくら野弘前店

青森県 成田本店　みなと高台店

青森県 成田本店　しんまち店

青森県 成田本店　つくだ店

青森県 成田本店　サンロード店

岩手県 Ｍ’ｓ　ＥＸＰＯ　盛岡店

山形県 ＴＥＮＤＯ八文字屋

山形県 八文字屋北店

山形県 丸井八文字屋

山形県 みずほ八文字屋

山形県 八文字屋長井店

宮城県 タワーレコード　仙台パルコ店

宮城県 ヨドバシカメラ　マルチメディア仙台

宮城県 山野楽器　仙台店

宮城県 バンダレコード　イオンモール名取店

宮城県 バンダレコード　イオンモール富谷店

宮城県 バンダレコード　イオンモール利府店

宮城県 We's都城店（都城市）



宮城県 We's延岡店（延岡市）

福島県 ヨドバシカメラ　マルチメディア郡山

福島県 バンダレコード　福島西道路店

福島県 バンダレコード　イオン福島店

福島県 We's 会津若松店（福島県）

群馬県 HMV　イオンモール太田

群馬県 紀伊國屋書店前橋店

群馬県 文真堂書店　新井店

群馬県 文真堂書店　原町店

栃木県 HMV　イトーヨーカドー宇都宮

栃木県 ヨドバシカメラ　マルチメディア宇都宮

茨城県 WonderGOO　鹿島店

茨城県 バンダレコード　イオンモールつくば店

茨城県 HMV　イオンモール水戸内原

埼玉県 タワーレコード　浦和店

埼玉県 タワーレコード　アリオ川口店

埼玉県 タワーレコード　イオンレイクタウン店

埼玉県 タワーレコード　アリオ上尾店

埼玉県 タワーレコードアリオモール蘇我店

埼玉県 HMV　イオンモール与野

埼玉県 HMV　大宮アルシェ

埼玉県 新星堂アリオ深谷店

埼玉県 ヨドバシカメラ　マルチメディアさいたま新都心

埼玉県 山野楽器　イオンモール北戸田店

埼玉県 山野楽器　そごう大宮店

埼玉県 山野楽器　丸広川越店

埼玉県 バンダレコード　本川越ぺぺ店

埼玉県 バンダレコード　ららぽーと新三郷店

埼玉県 紀伊國屋書店さいたま新都心店

埼玉県 ＭＵＳＩＣ　ＭＥＤＩＡ　菖蒲店

千葉県 タワーレコード　津田沼店

千葉県 タワーレコード　ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店

千葉県 HMV　イオンモール成田

千葉県 新星堂レスポック四街道店

千葉県 ヨドバシカメラ　マルチメディア千葉

千葉県 山野楽器　そごう千葉店

千葉県 紀伊國屋書店流山おおたかの森店

千葉県 ブックマルシェ　我孫子店

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 タワーレコード　秋葉原店

東京都 タワーレコード　町田店

東京都 タワーレコード　池袋店

東京都 タワーレコードアリオ亀有店

東京都 HMV&BOOKS SHIBUYA

東京都 HMV　エソラ池袋



東京都 HMV　立川

東京都 HMV　イオンモールむさし村山

東京都 新星堂国分寺駅ビル店

東京都 ヨドバシカメラ　新宿西口マルチメディア館

東京都 ヨドバシカメラ　マルチメディアAkiba

東京都 ヨドバシカメラ　マルチメディア錦糸町

東京都 ヨドバシカメラ　マルチメディア町田

東京都 ヨドバシカメラ　マルチメディア吉祥寺

東京都 山野楽器　銀座本店

東京都 山野楽器　イオンモール東久留米店

東京都 山野楽器　府中フォーリス店

東京都 山野楽器　セレオ八王子店

東京都 バンダレコード　ＬＩＶＩＮ田無店

東京都 ＡＫＩＨＡＢＡＲＡゲーマーズ　本店

東京都 CDショップ五番街

東京都 コーチャンフォー若葉台店

神奈川県 タワーレコード横浜ビブレ店

神奈川県 タワーレコード　川崎店

神奈川県 HMV　ららぽーと横浜

神奈川県 ヨドバシカメラ　マルチメディア横浜

神奈川県 ヨドバシカメラ　マルチメディア川崎

神奈川県 ヨドバシカメラ　マルチメディア京急上大岡店

神奈川県 山野楽器　ラスカ平塚店

神奈川県 山野楽器　新百合ヶ丘エルミロード店

神奈川県 バンダレコード　ららぽーと海老名店

神奈川県 バンダレコード　ららぽーと湘南平塚店

神奈川県 バンダレコード　イオン金沢八景店

神奈川県 紀伊國屋書店横浜店

神奈川県 くまざわ書店　久里浜店

山梨県 ヨドバシカメラ　マルチメディア甲府

新潟県 タワーレコード　新潟店

新潟県 We's 新潟西店（新潟県）

新潟県 We's イオン長岡店（新潟県）

新潟県 紀伊國屋書店新潟店

新潟県 Joshin長岡愛宕店ディスクピア

新潟県 サウンドエース

新潟県 ヨドバシカメラ　マルチメディア新潟

長野県 バンダレコード　ライオン堂高宮店

長野県 平安堂東和田店

長野県 平安堂諏訪店

長野県 平安堂塩尻店

長野県 平安堂あづみ野店

長野県 平安堂伊那店

石川県 新星堂アピタ松任店

石川県 ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店

富山県 HMV　イオンモール高岡



富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　魚津店

富山県 トオンミュージック　ファボーレ店

富山県 Joshin富山本店

福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ大和田店

福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ新二の宮店

静岡県 タワーレコード　静岡店

静岡県 タワーレコード　ららぽーと磐田店

静岡県 HMV　イオンモール浜松市野

静岡県 大垣書店　イオンモール富士宮店

静岡県 イケヤ文楽館　高丘店

静岡県 イケヤ文楽館　磐田東店

静岡県 イケヤ文楽館　湖西店

静岡県 イケヤ　プレ葉ウォーク浜北店

岐阜県 タワーレコード　モレラ岐阜店

岐阜県 三洋堂書店　みのかも店

岐阜県 サウンド・ハンター各務原店

愛知県 タワーレコード　名古屋パルコ店

愛知県 タワーレコード　名古屋近鉄パッセ店

愛知県 タワーレコード　大高店

愛知県 タワーレコード　東浦店

愛知県 HMV　イオンモールナゴヤドーム前

愛知県 HMV　イオンモール岡崎

愛知県 HMVイオンモール　木曽川

愛知県 HMV　イオンモール扶桑

愛知県 バンダレコード　イオンモール名古屋茶屋店

愛知県 バンダレコード　イオンモール長久手店

愛知県 We's緑店（名古屋市）

愛知県 紀伊國屋書店名古屋空港店

愛知県 三洋堂書店　清洲店

愛知県 三洋堂書店　大田川店

愛知県 三洋堂書店　西尾店

愛知県 三洋堂書店　豊川店

愛知県 あおい書店　西尾ＣＤ館店

愛知県 本の王国安城店

滋賀県 Joshin草津店ディスクピア

三重県 タワーレコード　鈴鹿店

三重県 三洋堂書店　名張店

三重県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ  津南店

京都府 タワーレコード京都店

京都府 ヨドバシカメラ　マルチメディア京都

京都府 ＪＥＵＧＩＡ三条本店

京都府 和田電器

京都府 Joshin京都１番館ディスクピア

奈良県 タワーレコード　橿原店

奈良県 玉光堂　イオンモール奈良登美が丘店

奈良県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大和郡山店



奈良県 Joshin奈良店ディスクピア

奈良県 Joshin郡山店ディスクピア

大阪府 タワーレコード　梅田大阪マルビル店

大阪府 タワーレコード　難波店

大阪府 タワーレコード　アリオ八尾店

大阪府 タワーレコード　梅田ＮＵ茶屋町店

大阪府 Joshin日本橋店１Ｆディスクピア

大阪府 紀伊國屋書店梅田本店ＤＶＤ

大阪府 紀伊國屋書店アリオ鳳店

大阪府 Joshin岸和田店ディスクピア

大阪府 ヨドバシカメラ　マルチメディア梅田

兵庫県 タワーレコード　神戸店

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

広島県 エディオン　広島本店

広島県 エディオン　倉敷本店

広島県 フタバ図書ＧＩＧＡ呉駅レクレ店

広島県 フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店

広島県 フタバ図書Λｌｔｉ福山本店

広島県 フタバ図書Λｌｔｉアルパーク店

岡山県 タワーレコード　イオンモール倉敷店

岡山県 HMV　イオンモール岡山

鳥取県 今井書店　吉成店サウンドスタジアム

山口県 明屋書店光店

山口県 明屋書店小郡店

香川県 紀伊國屋書店丸亀店

徳島県 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店

愛媛県 明屋書店石井店

愛媛県 明屋書店空港通り店

愛媛県 明屋書店ＭＥＧＡ平田店

愛媛県 明屋書店川之江店

愛媛県 明屋書店大洲店

福岡県 タワーレコード　福岡パルコ店

福岡県 タワーレコード　アミュプラザ博多店

福岡県 タワーレコード　香椎浜店

福岡県 タワーレコード　久留米店

福岡県 HMV　イオンモール直方

福岡県 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店

福岡県 フタバ図書ＴＥＲＡイオンモール福岡店

大分県 HMV　パークプレイス大分

佐賀県 紀伊國屋書店　佐賀店

鹿児島県 We'sイオンモール 鹿児島店（鹿児島市 ）

鹿児島県 紀伊國屋書店　鹿児島店


