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角川博「八丁堀交差点」

特典：千社札風ステッカー

県名 店名

北海道 玉光堂　四丁目店

北海道 玉光堂　イオン江別店

北海道 玉光堂　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　カテプリ新さっぽろ店

北海道 浅原栄陽堂　

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 吉崎レコード楽器店　

青森県 バンダレコード　さくら野弘前店

宮城県 バンダレコード　イオンモール石巻店

秋田県 細川レコード

福島県 バンダレコード　福島西道路店

茨城県 東洋堂

茨城県 楽園堂

茨城県 岩崎電気

茨城県 二葉

埼玉県 山野楽器　イオンモール上尾店

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　ららぽーと新三郷店

埼玉県 ミヤコ　蕨店

埼玉県 トライアングル

千葉県 バンダレコード　イオンマリンピア店

千葉県 丸越楽器駅前店

千葉県 佐藤商会

東京都 鈴木楽器店

東京都 ヨーロー堂

東京都 宮田レコード

東京都 CDショップ五番街

東京都 山野楽器　銀座本店

東京都 山野楽器　府中フォーリス店

東京都 山野楽器　調布パルコ店

東京都 山野楽器　セレオ八王子店

東京都 Ｍ．Ｓ．ダン

東京都 音曲堂

東京都 セキネ楽器店

東京都 赤羽美声堂

東京都 中野名曲堂

対象店舗



県名 店名

神奈川県 山野楽器　相模大野ステーションスクエア店

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　綾瀬タウンヒルズ店

神奈川県 オデオン堂 鶴見本店

石川県 ｄｉｓｃＦＡＮ　アビオシティ加賀店

山梨県 永田楽器

長野県 アベレコード

岐阜県 名音堂

静岡県 イケヤ　プレ葉ウォーク浜北店

静岡県 イケヤ　イオンモール浜松志都呂店

静岡県 ヤマカ

愛知県 濃尾商会　

愛知県 名盤堂　

愛知県 ツバメ屋楽器店　

愛知県 朝比奈電機商会　

愛知県 イケヤ　イオン小牧店

愛知県 サニーレコード

愛知県 ミュージックブース文化堂

三重県 サウンドイン松岡　

三重県 みどり楽器　

三重県 谷楽器店　本店

三重県 ディスクイン村井楽器　

三重県 村林楽器店　

三重県 サワノ楽器店　

滋賀県 JEUGIA草津A・SQUARE店

滋賀県 キタダレコード

滋賀県 西村文明堂レコード店

京都府 JEUGIA三条本店

京都府 JEUGIAイオンモール久御山店

京都府 音楽館 清水屋

京都府 キクヤレコード 山科本店

京都府 和田電器

京都府 ないとうレコード楽器西友店

京都府 ディスクハウス・オズ

京都府 イマニシ楽器

大阪府 タワーレコード高槻阪急店

大阪府 山野楽器イオンモール鶴見緑地店

大阪府 山野楽器リノアス八尾店

大阪府 JEUGIAイオンモール茨木店

大阪府 ミヤコ瓢箪山店

大阪府 ヤングレコード本店

大阪府 マルゼン楽器店本店

大阪府 山吹電気商会堺東店

大阪府 箕面ピッコロ箕面店



県名 店名

兵庫県 ミヤコ イオンモール伊丹昆陽店

兵庫県 ミュージックセンター新東本店

兵庫県 エディオンＪＲ尼崎駅店

兵庫県 平和レコード店 本店

兵庫県 平和レコード 東急プラザ新長田店

兵庫県 砂川レコード店

兵庫県 前田楽器店

兵庫県 姫路ミヤコ本店

兵庫県 毎日舎レコード店

兵庫県 八木時計店

奈良県 タワーレコード橿原店

和歌山県 ＨＩＴＳイシイ

和歌山県 クリヤマジュークショップ 本店

島根県 歌の駅えんか

島根県 エコー本店

岡山県 エディオン倉敷本店

広島県 楽器センター

広島県 呉 公声堂

広島県 フクハラレコード店

広島県 久松商会

広島県 キハラ楽器西条店

広島県 大沢レコード店

広島県 エディオン広島本店

広島県 エディオン五日市店

広島県 エディオン東広島本店

広島県 エディオン可部店

広島県 エディオン三次店

広島県 エディオンゆめタウン大竹店

山口県 南陽ミュージック

山口県 演奏堂

山口県 エディオン岩国店

山口県 エディオン柳井店

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

愛媛県 エディオン松山本店

福岡県 平尾レコード店

福岡県 ミュージックプラザみつば

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 ラインレコードブラス店

福岡県 松田楽器店

福岡県 矢野楽器店

福岡県 門司日蓄

福岡県 サウンドシアターフィール



県名 店名

福岡県 甲斐田レコード店

佐賀県 さとう

佐賀県 久米楽器店

佐賀県 しのはらレコード店

長崎県 カワシモレコード

長崎県 原田楽器

熊本県 ムラヤマレコード　水前寺本店

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

大分県 エトウ南海堂

大分県 ミナト楽器

大分県 吉松楽器店

大分県 コトブキレコード店

宮崎県 たつたレコード

鹿児島県 十字屋　クロス店

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）

WEB Rakutenブックス

WEB amazon.co.jp

WEB KING e-SHOP


