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森口博子『GUNDAM SONG COVERS』特典：クリアファイル　対象店舗

県名 店名
全国 WonderGOO/新星堂全店　※一部店舗除く
全国 アニメイト全店
全国 ゲーマーズ全店
全国 とらのあな全店（一部店舗除く）・通信販売
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 HMV&BOOKS online
オンライン タワーレコードオンライン
オンライン ＴＳＵＴＡＹＡ オンラインショッピング（予約のみ）
オンライン ヨドバシ.com
オンライン 山野楽器　オンラインショップ
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 KING e-SHOP
北海道 タワーレコード　札幌ピヴォ店
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　ミュンヘン大橋店 
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　旭川店 
北海道 コーチャンフォー　北見店
北海道 ヨドバシカメラ　マルチメディア札幌
北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　室蘭店
北海道 函館　蔦屋書店
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店
岩手県 ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店
岩手県 ＴＳＵＴＡＹＡ　水沢店
岩手県 ＭＯＲＩＯＫＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ
秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　湯沢店
宮城県 ヨドバシカメラ　マルチメディア仙台
宮城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台南店
山形県 ＴＥＮＤＯ八文字屋
山形県 八文字屋北店
新潟県 タワーレコード　新潟店
新潟県 サウンドニシワキ
福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑野店
福島県 ＢＯＯＫＡＣＥ　植田店
福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン郡山店
福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鎌田店
福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　会津アピオ店
福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　上荒川店
福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　福島南店
群馬県 蔦屋書店　前橋みなみモール店
栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　自治医大店
栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　栃木城内店
茨城県 蔦屋書店　ひたちなか店
埼玉県 タワーレコード 浦和店
埼玉県 ヨドバシカメラ　マルチメディアさいたま新都心駅前店
埼玉県 蔦屋書店　フォレオ菖蒲店
埼玉県 グリーンブック　秩父店
埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日部１６号線店
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 タワーレコード　池袋店
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 HMV&BOOKS SHIBUYA
東京都 山野楽器　銀座本店
東京都 書泉ブックタワー
東京都 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　町屋店
東京都 蔦屋書店　八王子楢原店
東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンモール日の出
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ルフロン
神奈川県 ヨドバシカメラ　マルチメディア京急上大岡
神奈川県 タワーレコード　川崎店
神奈川県 タワーレコード横浜ビブレ店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　Ｌａ　ｖｉｓｔａ新杉田店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　横山店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛甲石田店
千葉県 ヨドバシカメラ　マルチメディア千葉
千葉県 タワーレコード　津田沼店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　成田赤坂店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　市原五井店
長野県 平安堂東和田店
長野県 平安堂諏訪店
長野県 平安堂座光寺店
長野県 平安堂飯田店
長野県 平安堂上田しおだ野店
長野県 平安堂塩尻店
長野県 平安堂あづみ野店
長野県 蔦屋書店　佐久小諸店
愛知県 ヨドバシカメラ　マルチメディア名古屋松坂屋店
愛知県 タワーレコード 名古屋パルコ店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　汐田橋店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　三ノ輪店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎戸崎町店
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 名豊　Ｍ．Ｃ．Ｃ．刈谷店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　安城店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店
岐阜県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店
静岡県 タワーレコード静岡店
静岡県 イケヤ　高林店
静岡県 蔦屋書店　静岡本店
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝瀬戸新屋店
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　沼津学園通り店
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店
静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　清水春日店
石川県 タワーレコード㈱　金沢フォーラス店
石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店
富山県 喜久屋書店　高岡店
富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店
富山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　砺波店
富山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　富山豊田店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店
滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　水口店
京都府 ヨドバシカメラ　マルチメディア京都
京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ福知山店
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 タワーレコード梅田ＮＵ茶屋町店
大阪府 ディスクピア　日本橋店
大阪府 ヨドバシカメラ　マルチメディア梅田
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店
大阪府 枚方　蔦屋書店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　香里園店
兵庫県 タワーレコード神戸店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路広峰店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ豊岡店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオン加西北条店
鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　角盤町店
鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東福原店
岡山県 タワーレコードイオンモール倉敷店
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大安寺店
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ノースランド店
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　山陽店
島根県 ＴＳＵＴＡＹＡ　出雲店
広島県 フタバ図書アルティ福山本店
広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン東広島店
山口県 ＴＳＵＴＡＹＡ　防府店
香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高松サンシャイン通り店
香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店
愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン松山店
高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　土佐道路店
福岡県 ヨドバシカメラ　マルチメディア博多
福岡県 タワーレコード　久留米店
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
佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鳥栖店
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ浜町店
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐世保梅田店
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店
長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店
熊本県 蔦屋書店　熊本三年坂
熊本県 蔦屋書店　嘉島
熊本県 蔦屋書店　小川町
熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店
鹿児島県 十字屋クロス店

※特典は先着となりますので、ご了承ください。


