
県名 店名
北海道 玉光堂　小樽本店

玉光堂　四丁目店
玉光堂　パセオ店
玉光堂　イオン千歳店
玉光堂　イオン江別店
玉光堂　イオン岩見沢店
玉光堂　イオンモール旭川駅前店
玉光堂　帯広イトーヨーカドー店
玉光堂　イオン釧路店
玉光堂　イオンモール釧路昭和店
玉光堂　イオン北見店
玉光堂　イオンモール札幌発寒店
玉光堂　函館駅前ビル店
玉光堂　カテプリ新さっぽろ店
浅原栄陽堂　
コーチャンフォー美しが丘店
コーチャンフォー釧路店
コーチャンフォー旭川店
コーチャンフォー北見店
ＴＳＵＴＡＹＡ　あいの里店
函館　蔦屋書店
ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧バイパス店
We's 石狩緑苑台店  
We'sイオンモール旭川西店
We's　室蘭店
サクラ商会　
音楽処

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　つがる柏店 
成田本店　しんまち店
バンダレコード　さくら野弘前店

岩手県 バンダレコード　イオンモール盛岡南店
宮城県 ミュージックショップスマイル　大河原Ｆｏｒｔｅ店

バンダレコード　イオンモール名取店
バンダレコード　イオン仙台中山店
バンダレコード　イオンモール富谷店
バンダレコード　イオンモール利府
バンダレコード　イオンモール石巻

『しぐれ舟』特典配布店一覧

7月8日発売「しぐれ舟」（KICM・SX-30990）を下記店舗でお買い上げいただいた
お客様に先着で特典「Ａ4サイズクリアファイル」（非売品）を差し上げます！

※各店舗特典がなくなり次第、終了です。



県名 店名
秋田県 細川レコード

ＴＳＵＴＡＹＡ　能代店
ＴＳＵＴＡＹＡ　横手店
ＴＳＵＴＡＹＡ　由利本荘店
ＴＳＵＴＡＹＡ　大仙店
ＴＳＵＴＡＹＡ　大館店
ＴＳＵＴＡＹＡ　湯沢店

山形県 ＴＥＮＤＯ八文字屋
八文字屋北店
丸井八文字屋

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックエース小名浜住吉店
ＴＳＵＴＡＹＡ　桑野店
ＢＯＯＫＡＣＥ　植田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　上荒川店
バンダレコード　福島西道路店
バンダレコード　イオン福島店

茨城県 東洋堂
楽園堂
岩崎電気サービス
石岡ミュージックテープセンタ
ＢＯＯＫＡＣＥ　茨大前店
ＢＯＯＫＡＣＥ　下妻店
蔦屋書店　ひたちなか店
バンダレコード　イオンモールつくば店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮テクノ店
ＴＳＵＴＡＹＡ　栃木城内店
ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店
ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿沼店
ＴＳＵＴＡＹＡ　真岡店
ＴＳＵＴＡＹＡ　黒磯店
ＴＳＵＴＡＹＡ　小山城南店

群馬県 アツミレコード
文真堂書店　新井店
TIME CLIP　渋川中央店
文真堂書店　倉賀野店
蔦屋書店　伊勢崎茂呂店
蔦屋書店　伊勢崎宮子店
蔦屋書店　前橋みなみモール店

埼玉県 トライアングル
ＭＵＳＩＣ　ＭＥＤＩＡ　菖蒲店
文真堂書店　北越谷店
文真堂書店　秩父黒谷店
蔦屋書店　東松山店
ＴＳＵＴＡＹＡ　秩父店 
蔦屋書店　滑川店
バンダレコード　本川越ぺぺ店
バンダレコード　新所沢パルコ店
バンダレコード　ららぽーと新三郷店



県名 店名
千葉県 丸越楽器駅前店

佐藤商会
シブヤ楽器
ムジカ・ダ・カーポ　志津店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　船橋店
ブックマルシェ　我孫子店
ＭＥＤＩＡ　木更津店
ＴＳＵＴＡＹＡ　富津店

東京都 CDショップ 五番街
ヨーロー堂
宮田レコード
赤羽美声堂
音曲堂
セキネ楽器店
前田楽器店
コーチャンフォー若葉台店
くまざわ書店　ＩＹ大森店
バンダレコード　ＬＩＶＩＮ田無店
バンダレコード　イオン板橋ＳＣ
鈴木楽器店

神奈川県 高橋電気商会
くまざわ書店　久里浜店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　座間店
バンダレコード　イオン金沢八景店
バンダレコード　綾瀬タウンヒルズ店

新潟県 蔦屋書店　河渡店
富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　魚津店

トオンミュージック　ファボーレ店
ＢＯＯＫＳなかだ　大沢野店
ＢＯＯＫＳなかだ　北の森店
ＴＳＵＴＡＹＡ　福田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　砺波店
ＴＳＵＴＡＹＡ　明文堂富山掛尾店
ＴＳＵＴＡＹＡ　小杉町店

石川県 ｄｉｓｃＦＡＮ　アル・プラザ小松店
ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店
北国書林Ｖサウンド　アルプラザ金沢店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　御経塚店
明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＫＯＭＡＴＳＵ
ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店

福井県 勝木書店ＫａＢｏＳベル店
勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ新二の宮店

山梨県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　甲府店
玉光堂　セレオ甲府店



県名 店名
長野県 アベレコード

平安堂長野店
平安堂若槻店
平安堂飯田店
平安堂あづみ野店
平安堂伊那店
蔦屋書店　佐久小諸店
バンダレコード　ライオン堂高宮店

岐阜県 名音堂　
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　岐阜店
サウンド・ハンター各務原店

静岡県 イケヤ　プレ葉ウォーク浜北店
大垣書店　イオンモール富士宮店
イケヤ文楽館　高丘店
イケヤ文楽館　磐田東店
イケヤ文楽館　湖西店
ＴＳＵＴＡＹＡ　静岡流通どおり店
ＴＳＵＴＡＹＡ　佐鳴台店
ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや大仁店
ＴＳＵＴＡＹＡ　辻店
ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店
蔦屋書店　静岡本店
ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝瀬戸新屋店

愛知県 音楽堂　サカエチカ店
文化堂楽器店　本店
ミュージックブース文化堂
イケヤ　プレ葉ウォーク浜北店
濃尾商会　
サニーレコード　
名盤堂　
ツバメ屋楽器店　
ミュージックショップ　リバー
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　常滑店
真野テレビレコード店
本の王国刈谷店
ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＦＡＳもとまち店
ＴＳＵＴＡＹＡ　豊明店
ヨシヅヤ津島北テラス　ＴＳＵＴＡＹＡ　新津島店
ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店
ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店
イケヤ　イオン小牧店
バンダレコード　イオンモール新瑞橋店



県名 店名
三重県 サウンドイン松岡　

みどり楽器　
谷楽器店　本店
ディスクイン村井楽器　
村林楽器店　
サワノ楽器店　
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　東員店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ  津南店
北勢堂
フミヤ楽器
ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店

京都府 ディスクショップ　白鳥　　　　　　　　
大垣書店　高島屋店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ福知山店
ＪＥＵＧＩＡ　三条本店
ＪＥＵＧＩＡ　イオンモール久御山店
清水屋商店　
和田電器　
CDないとう　西友亀岡店
ディスクハウス・オズ　

大阪府 ＪＥＵＧＩＡ　上本町近鉄店
ＪＥＵＧＩＡ　イオンモール茨木店
箕面ピッコロ 箕面店
ミヤコ　イオン大日店
エディオン　ＪＲ尼崎駅店
ディスクピア日本橋店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　堺鉄砲町店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　りんくう泉南店
アビイ・ロード
枚方　蔦屋書店
タワーレコード高槻阪急店
ヤングレコード　本店
ＭＳヤング　トークタウン店
マルゼン楽器店　本店
あこや楽器店本店
山吹電気商会　堺東店
新橋楽器店・聖音堂　
Ｍ．Ｓグランプリ　

兵庫県 ミヤコ　イオンモール伊丹昆陽店
ＳＯＵＮＤＡＲＥＡＳＥＮＴＩ　
前田楽器店　
ＡＬＡＮＮ新三木店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ豊岡店
ＴＳＵＴＡＹＡ　イオン加西北条店
平和レコード店　
姫路ミヤコ　本店
毎日舎蓄音器　本店



県名 店名
奈良県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大和郡山店

クラモトレコード
公声堂　

和歌山県 TSUTAYA WAY 串本店
TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店
TSUTAYA WAY 橋本店
WAY ミレニアシティ岩出店
ＨＩＴＳイシイ　本店

鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東福原店
島根県 ブックセンターコスモ出雲店
岡山県 エディオン　倉敷本店

大森楽器店　本店
ＴＳＵＴＡＹＡ　水島店
ＴＳＵＴＡＹＡ　山陽店
歌の駅えんか　
エコー本店　

広島県 フタバ図書ＭＥＧＡ祇園中筋店
フタバ図書海田店
フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店
ＴＳＵＴＡＹＡ　府中高木店
紀伊國屋書店ゆめタウン廿日市店
フクハラレコード店　
久松商会　
キハラ楽器　西条店
大沢レコード店
エディオン　広島本店
エディオン　五日市店

山口県 明屋書店南岩国店
明屋書店光店
南陽ミュージック　
演奏堂　

徳島県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　徳島店
香川県 デュークショップ　高松店
愛媛県 デュークショップ　松山店

Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　新居浜店
明屋書店南宇和店

高知県 サークルミュージック
ＴＳＵＴＡＹＡ　いの店

福岡県 松田楽器店
矢野楽器店
サウンドシアターフィール
甲斐田レコード店
ミュージックプラザ・インドウ
フタバ図書ＴＥＲＡイオンモール福岡店
福岡金文堂行橋店
ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　ゆめタウン大牟田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　八女店
積文館書店　筑紫野店
ヨシダ楽器イオン福岡伊都店
平尾レコード店
ミュージックプラザ・みつば



県名 店名
佐賀県 しのはらレコード店
長崎県 カワシモレコード

ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ時津店
ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ浜町店
ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店

熊本県 ムラヤマレコード宇土シティプラザ店
蔦屋書店　熊本三年坂
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　玉名店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　健軍店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ菊池店

大分県 エトウ南海堂
吉松楽器店

宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　小林店
鹿児島県 ミヤタカンパニー

ブックスミスミ　オプシア
ＴＳＵＴＡＹＡ　出水緑町店

Web 店名
Web TSUTAYA　オンラインショッピング（ご予約分のみ対象）

amazon.co.jp
KING e-SHOP

法人 店名
新星堂全店　 （一部店舗除く）
山野楽器全店（一部店舗除く）


