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水城なつみ『玄海みれん』

特典：千社札風ステッカー(150㎜✕50㎜）

県名 店名

都道府県 店名

北海道 玉光堂　四丁目店

北海道 音楽処　

北海道 浅原栄陽堂　

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧バイパス店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　むつ店

岩手県 ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店

宮城県 ブックセンター湘南栗原店

秋田県 細川レコード

山形県 丸井八文字屋

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑野店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　福島南店

茨城県 バンダレコード　イオンモールつくば店

茨城県 東洋堂

茨城県 楽園堂

茨城県 岩崎電気

茨城県 石岡ミュージックテープセンタ

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　自治医大店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　栃木城内店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　益子店

埼玉県 山野楽器　丸広川越店

埼玉県 ミヤコ蕨店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　杉戸店

埼玉県 新星堂アリオ深谷店

埼玉県 新星堂新越谷駅ビル店

千葉県 佐藤商会

千葉県 丸越楽器駅前店

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　富津店

千葉県 シブヤ楽器

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 音曲堂

東京都 セキネ楽器店

東京都 前田楽器店

東京都 赤羽美声堂

東京都 コーチャンフォー若葉台店

東京都 京浜テープセンター

対象店舗



県名 店名

対象店舗

神奈川県 オデオン堂

神奈川県 新星堂上大岡店

神奈川県 高橋電気商会

富山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　明文堂滑川店

富山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　明文堂富山掛尾店

富山県 トオンミュージック　ファボーレ店

石川県 ｄｉｓｃＦＡＮ　アビオシティ加賀店

石川県 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＫＯＭＡＴＳＵ

石川県 新星堂アピタ松任店

福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ敦賀店

福井県 勝木書店ＫａＢｏＳベル店

岐阜県 名音堂

岐阜県 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

静岡県 イケヤ　イオンモール浜松志都呂店

静岡県 ヤマカ

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　辻店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝瀬戸新屋店

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 イケヤ　イオン小牧店

愛知県 ミュージックブース文化堂

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　半田店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店

愛知県 真野テレビレコード店

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　

三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店

三重県 フミヤ楽器

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



県名 店名

対象店舗

京都府 ないとうレコード楽器西友店

京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ福知山店

大阪府 タワーレコード高槻阪急店

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 Ｊｏｓｈｉｎ日本橋店１Ｆディスクピア

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

大阪府 枚方　蔦屋書店

大阪府 アビイ・ロード

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 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 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 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ豊岡店

兵庫県 ＡＬＡＮＮ新三木店

奈良県 Ｍｕｓｉｃ　Ｓｈｏｐ　ＢＩＧ　大和郡山店

和歌山県 ＨＩＴＳイシイ

鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　角盤町店

鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　弓ヶ浜店

鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東福原店

鳥取県 今井書店　吉成店サウンドスタジアム

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

岡山県 エディオン津山本店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　山陽店

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 エディオン三次店

広島県 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＭＥＧＡ中筋店



県名 店名

対象店舗

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　松永店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　府中高木店

広島県 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＧＩＧＡ呉駅レクレ店

広島県 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＴＥＲＡ広島府中店

広島県 新星堂福山店

山口県 南陽ミュージック

山口県 エディオン岩国店

香川県 デュークショップ高松店

香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店

愛媛県 デュークショップ松山店

愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＩＬＬ　三津店

愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　重信

高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　土佐道路店

高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　須崎店

高知県 サークルミュージック

福岡県 平尾レコード店

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 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 サウンドシアターフィール

福岡県 甲斐田レコード店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　ゆめタウン大牟田店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　八女店

福岡県 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＴＥＲＡイオンモール福岡店

福岡県 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店

佐賀県 さとう

佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　鹿島店

佐賀県 紀伊國屋書店　佐賀店

長崎県 カワシモレコード

長崎県 原田楽器

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店

長崎県 紀伊國屋書店長崎店

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

熊本県 蔦屋書店　熊本三年坂

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

鹿児島県 十字屋　クロス店

鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊集院店



県名 店名

対象店舗

鹿児島県 ブックスミスミ　オプシア

WEB KING e-SHOP

WEB TSUTAYA オンラインショッピング


