
▼コレサワ「先行試聴＆早期予約キャンペーン」店舗一覧

北海道 コーチャンフォー新川通り店

北海道 HMV　札幌ステラプレイス

北海道 タワーレコード　札幌ピヴォ店

北海道 函館　蔦屋書店

北海道 玉光堂パセオ店

北海道 玉光堂小樽本店

北海道 玉光堂四丁目店

北海道 玉光堂イオンモール発寒店

北海道 玉光堂イオン千歳店

北海道 玉光堂イオン江別店

北海道 玉光堂イオン岩見沢店

北海道 玉光堂イオンモール旭川駅前店

北海道 玉光堂イオン帯広店

北海道 玉光堂帯広イトーヨーカドー店

北海道 玉光堂イオン釧路店

北海道 玉光堂イオン北見店

北海道 玉光堂カテプリ新さっぽろ店

青森県 バンダレコードさくら野弘前店

岩手県 タワーレコード　盛岡店

岩手県 バンダレコードイオンモール盛岡南店

岩手県 エムズエクスポ盛岡店

宮城県 HMV　仙台 E BeanS

宮城県 タワーレコード　仙台パルコ店

宮城県 蔦屋書店　仙台泉店

宮城県 バンダレコードイオン仙台中山店

宮城県 バンダレコードイオンモール石巻店

宮城県 バンダレコードイオンモール名取店

宮城県 スクラム古川店

宮城県 スクラム大河原店

秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中野店

山形県 バンダレコードイオン東根店

茨城県 HMV　イオンモール水戸内原

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　鹿島店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　常陸大宮店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　つくば 店

茨城県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　守谷店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　小山城南店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　自治医大店

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 タワーレコード　高崎オーパ店

群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　高崎店

群馬県 紀伊國屋書店前橋店

埼玉県 HMV　大宮アルシェ

埼玉県 タワーレコード　浦和店

埼玉県 蔦屋書店　滑川店

埼玉県 蔦屋書店　本庄早稲田店

埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　本庄店

千葉県 タワーレコード　津田沼店

千葉県 新星堂　カルチェ５柏店

千葉県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　船橋店

東京都 HMV　エソラ池袋

東京都 HMV　立川

東京都 HMV&BOOKS SHIBUYA

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　町田店

東京都 タワーレコード　秋葉原店

東京都 タワーレコード　八王子店

東京都 タワーレコード　池袋店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　小岩店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　グランデュオ蒲田店

東京都 蔦屋書店　練馬春日町店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　馬事公苑店

東京都 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ

東京都 新星堂　国分寺駅ビル店

神奈川県 HMV　横浜ワールドポーターズ

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 蔦屋書店　港北ミナモ店

神奈川県 新星堂　海老名店

神奈川県 新星堂　上大岡店

新潟県 タワーレコード　新潟店

新潟県 蔦屋書店　南笹口店

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店

石川県 タワーレコード　金沢フォーラス店

山梨県 新星堂　ラザウォーク甲斐双葉店

山梨県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　甲府店

長野県 ライオン堂

長野県 平安堂若槻店

長野県 平安堂川中島店

岐阜県 新星堂　カラフルタウン岐阜店

静岡県 HMV　イオンモール浜松市野

静岡県 タワーレコード　静岡店

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 HMV　栄

愛知県 HMV　イオンモール木曽川

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚春日井店

三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚ミタス伊勢店

三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名サンシパーク店

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 JEUGIA三条本店

大阪府 HMV&BOOKS SHINSAIBASHI

大阪府 タワーレコード　梅田NU茶屋町店

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　あべのHoop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 新星堂　天王寺ミオ店

大阪府 WAY書店 TSUTAYA富田林店

大阪府 ディスクピア　日本橋店

兵庫県 ミヤコ　イオンモール伊丹昆陽店

兵庫県 HMV　三宮オーパ

兵庫県 HMV　阪急西宮ガーデンズ

兵庫県 タワーレコード　神戸店

兵庫県 TSUTAYA WAY福崎店

奈良県 WAY書店 TSUTAYA御所店

奈良県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大和郡山店

和歌山県 TSUTAYA WAY有田川店

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 スーパーセンターWAY南紀店

和歌山県 WAY書店 パビリオンシティ田辺店

和歌山県 TSUTAYA WAY海南店

鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　倉吉中央店

岡山県 HMV　イオンモール岡山

広島県 フタバ図書TERA広島府中店

広島県 フタバ図書MEGA祇園中筋店

広島県 タワーレコード　広島店

徳島県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　徳島店

香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店

福岡県 ミュージックプラザ・インドウ

福岡県 ヨシダ楽器 イオン福岡伊都店

福岡県 HMV&BOOKS HAKATA

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　久留米店

福岡県 タワーレコード　福岡パルコ店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　和白店

佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鳥栖店

熊本県 ムラヤマレコード イオン熊本中央店

熊本県 ムラヤマレコード 宇土シティモール店

熊本県 新星堂　ゆめタウン光の森店

大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中津店

宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　江平店

鹿児島県 十字屋クロス店

鹿児島県 ブックスミスミオプシア

沖縄県 サウンドボックス・ミツトモ（サンエー那覇メインプレイス）

沖縄県 HMV&BOOKS OKINAWA

沖縄県 タワーレコード　那覇リウボウ店


