
都道府県 店名

TSUTAYA RECORDS （※一部店舗除く、オンラインショッピングはご予約分のみ対象）

WonderGOO/新星堂全店（一部店舗除く）

アニメイト全店

とらのあな全店（一部店舗除く）・通信販売

Rakutenブックス

セブンネットショッピング

ヨドバシ.com

HMV&BOOKS online

タワーレコードオンライン

ゲーマーズ　オンラインショップ

ネオ・ウィング

amazon.co.jp

ぐるぐる王国

ビックカメラ　ドットコム

メロンブックス通信販売

KING e-SHOP

玉光堂　四丁目店

玉光堂　イオン江別店

玉光堂　小樽本店

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　イオン帯広店

玉光堂　帯広イトーヨーカドー店

玉光堂　イオンモール釧路昭和店

玉光堂　イオンモール札幌発寒店

玉光堂　カテプリ新さっぽろ店

ヨドバシカメラ　マルチメディア札幌

タワーレコード　札幌ピヴォ店

タワーレコード　アリオ札幌店

タワーレコード　苫小牧店

ゲーマーズ　札幌店

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

吉崎レコード楽器店　

ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＭＥＧＡ ＭＡＣ店

ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＷＯＷ店

コーチャンフォー美しが丘店

コーチャンフォー釧路店

コーチャンフォーミュンヘン大橋店

コーチャンフォー新川通り店

コーチャンフォー旭川店

コーチャンフォー北見店

HMV 札幌ステラプレイス

バンダレコード　さくら野弘前店

タワーレコード　下田店

バンダレコード　イオンモール盛岡南店

タワーレコード　盛岡店

Ｍ’ｓ　ＥＸＰＯ　盛岡店

ヨドバシカメラ　マルチメディア仙台

バンダレコード　イオンモール名取店

バンダレコード　イオンモール利府

バンダレコード　イオンモール石巻

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

スクラム　大河原店

スクラム　古川店

山野楽器　仙台店

タワーレコード　仙台パルコ店

TOWERmini　アリオ仙台泉店

ゲーマーズ　仙台店

秋田県 タワーレコード　秋田オーパ店

山形県 バンダレコード　イオン東根店

ヨドバシカメラ　マルチメディア郡山

バンダレコード　福島西道路店

タワーレコード　郡山店

We's 会津若松店

タワーレコード　水戸オーパ店

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店

ヨドバシカメラ　マルチメディア宇都宮

HMV イトーヨーカドー宇都宮

タワーレコード　高崎オーパ店

紀伊國屋書店前橋店

HMV イオンモール太田

ヨドバシカメラ　マルチメディアさいたま新都心駅前店

バンダレコード　本川越ぺぺ店

バンダレコード　ららぽーと新三郷店

バンダレコード　新所沢パルコ店

バンダレコード　ステラタウン店

ゲーマーズ　大宮店

山野楽器　イオンモール北戸田店

山野楽器　そごう大宮店

山野楽器　ワルツ所沢店

タワーレコード　浦和店

タワーレコード　アリオ川口店

タワーレコード　イオンレイクタウン店

タワーレコード　アリオ鷲宮店

タワーレコード　アリオ上尾店

浜野時計楽器店

紀伊國屋書店さいたま新都心店

ＭＵＳＩＣ　ＭＥＤＩＡ　菖蒲店

HMV イオンモール浦和美園

HMV 大宮アルシェ

HMV ららぽーと富士見

ヨドバシカメラ　マルチメディア千葉

ゲーマーズ　津田沼店

山野楽器　そごう千葉店

タワーレコード　津田沼店

タワーレコード　アリオモール蘇我店

タワーレコード　ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店

タワーレコード　セブンパークアリオ柏店

紀伊國屋書店流山おおたかの森店

ＭＥＤＩＡ　木更津店

HMV ららぽーと柏の葉

バンダレコード　テラスモール松戸店

バンダレコード　イオンマリンピア店

ヨドバシカメラ　新宿西口マルチメディア館

ヨドバシカメラ　マルチメディア新宿東口別館

ヨドバシカメラ　マルチメディアAkiba

ヨドバシカメラ　マルチメディア錦糸町

ヨドバシカメラ　マルチメディア町田

ヨドバシカメラ　マルチメディア八王子

ヨドバシカメラ　マルチメディア吉祥寺

タワーレコード渋谷店

タワーレコード新宿店

タワーレコード吉祥寺店

タワーレコード秋葉原店

タワーレコードリヴィン光が丘店

タワーレコード　池袋店

バンダレコード　ＬＩＶＩＮ田無店

バンダレコード　イオン板橋ＳＣ

バンダレコード　イトーヨーカドー赤羽店

ゲーマーズ　新宿店

ＡＫＩＨＡＢＡＲＡゲーマーズ　本店

ゲーマーズ　池袋店

山野楽器　銀座本店

山野楽器　セレオ八王子店

タワーレコード　町田店

タワーレコード　八王子店

タワーレコード　ららぽーと立川立飛店

ゲーマーズ　町田店

書泉グランデ

書泉ブックタワー

タワーレコード　錦糸町パルコ店

ＴＯＷＥＲｍｉｎｉ　ダイバーシティ東京プラザ店

ＴＯＷＥＲｍｉｎｉ　汐留店

タワーレコード　アリオ亀有店

前田楽器店

コーチャンフォー若葉台店

ソフマップAKIBA④号店 アミューズメント館

ソフマップAKIBA①号店 サブカル・モバイル館

買取販売市場ムーランアキバ

新星堂　国分寺駅ビル店

紀伊國屋書店新宿本店フォレスト

メロンブックス池袋店

くまざわ書店　ＩＹ大森店

HMV エソラ池袋

HMV 立川

HMV イオンモールむさし村山

HMV&BOOKS SHIBUYA

ヨドバシカメラ　マルチメディア横浜

ヨドバシカメラ　マルチメディア川崎ルフロン

ヨドバシカメラ　マルチメディア京急上大岡

タワーレコード横浜ビブレ店

バンダレコード　ららぽーと海老名店

バンダレコード　ららぽーと湘南平塚店

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

ゲーマーズ　横浜店

山野楽器　そごう横浜店

山野楽器　たまプラーザテラス店

山野楽器　新百合ヶ丘エルミロード店

タワーレコード　川崎店

タワーレコード　グランツリー武蔵小杉店

タワーレコード　アリオ橋本店

タワーレコード　西武東戸塚店

タワーレコード　藤沢オーパ店

くまざわ書店　久里浜店

くまざわ書店　横須賀店

HMV ラゾーナ川崎

HMV ららぽーと横浜

ヨドバシカメラ　マルチメディア新潟駅前店

タワーレコード　新潟店

We's 新潟西店

We's イオン長岡店

紀伊國屋書店新潟店

Joshin長岡愛宕店

サウンドエース

サウンドニシワキ

喜久屋書店　高岡店

トオンミュージック　ファボーレ店

Joshin富山本店

HMV イオンモール高岡

タワーレコード　金沢フォーラス店

ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店

きくざわ書店アルプラザ鹿島店

Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　御経塚店

Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　甲府店

玉光堂　セレオ甲府店

バンダレコード　ライオン堂高宮店

タワーレコード　上田店

平安堂東和田店

平安堂川中島店

平安堂更埴店

平安堂若槻店

平安堂諏訪店

平安堂座光寺店

平安堂飯田店

平安堂上田しおだ野店

平安堂佐久インターウェーブ店

平安堂塩尻店

平安堂あづみ野店

平安堂伊那店

笠原書店　レイクウォーク店

タワーレコード　モレラ岐阜店

サウンド・ハンター各務原店

HMV イオンモール各務原

タワーレコード　静岡店

ゲーマーズ　沼津店

タワーレコード　ららぽーと磐田店

イケヤ　プレ葉ウォーク浜北店

イケヤ　イオンモール浜松志都呂店

イケヤ　ＭＡＲＫＩＳ静岡店

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

HMV イオンモール浜松市野

バンダレコード　三島店

ヨドバシカメラ　マルチメディア名古屋松坂屋店

バンダレコード　イオンモール名古屋茶屋店

バンダレコード　イオンモール長久手店

バンダレコード　イオンモール新瑞橋店

We's緑店（名古屋市）

タワーレコード　名古屋近鉄パッセ店

ゲーマーズ　名古屋店

音楽堂　サカエチカ店

タワーレコード　名古屋パルコ店

タワーレコード　大高店

タワーレコード　東浦店

イケヤ　イオン小牧店

ソフマップ名古屋駅西店

紀伊國屋書店名古屋空港店

本の王国刈谷店

HMV イオンモール扶桑

HMV イオンモールナゴヤドーム前

タワーレコード　鈴鹿店

Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ  津南店

コメリ書房　松阪店

本の王国文化センター前店

滋賀県 Joshin草津店

ヨドバシカメラ　マルチメディア京都

タワーレコード京都店

平和書店アル・プラザ京田辺店

平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店

Joshin京都１ばん館

ヨドバシカメラ　マルチメディア梅田

タワーレコード梅田ＮＵ茶屋町店

タワーレコード西武高槻店

タワーミニ　くずはモール店

ゲーマーズ　梅田店

タワーレコード　難波店

タワーレコード　あべのＨＯＯＰ店

タワーレコード　北花田店

ゲーマーズ　なんば店

とらのあな　なんば店Ｂ

ミヤコ　イオン大日店

タワーレコード梅田大阪マルビル店

タワーレコードアリオ八尾店

ディスクピア日本橋店

ソフマップなんば店ザウルス１

平和書店　アル・プラザ茨木店

Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　りんくう泉南店

Joshin岸和田店

喜久屋書店漫画館阿倍野店

近畿オーディオ

HMV 阪急西宮ガーデンズ

ミヤコ　イオンモール伊丹昆陽店

タワーレコード神戸店

タワーミニ　ららぽーと甲子園店

タワーレコード明石店

ゲーマーズ　神戸三宮店

とらのあな　三宮店

HMV イオンモール伊丹

タワーレコード橿原店

Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大和郡山店

Joshin奈良店

Joshin郡山店

玉光堂　イオンモール奈良登美が丘店

和歌山県 TSUTAYA WAY 岩出店

鳥取県 本の学校メディア館

ブックセンターコスモ出雲店

ブックセンタージャスト　大田店

STUDIO WONDER　ゆめタウン出雲店

今井書店グループセンター店STUDIO WONDER

タワーレコードイオンモール倉敷店

タワーレコードアリオ倉敷店

タワーレコード広島店

とらのあな　広島店

エディオン　広島本店

フタバ図書ＭＥＧＡ祇園中筋店

フタバ図書ＧＩＧＡ呉駅レクレ店

フタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店

フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店

フタバ図書Λｌｔｉ福山本店

南陽ミュージック　

明林堂書店　ゆめタウン下松店

宮脇書店　ゆめシティ店

徳島県 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店

タワーレコード高松丸亀町店

紀伊國屋書店丸亀店

ヨドバシカメラ　マルチメディア博多

タワーレコード　福岡パルコ店

タワーレコード　若松店

タワーレコード　香椎浜店

ゲーマーズ小倉店

ミュージックプラザ・インドウ

タワーレコード　アミュプラザ博多店

タワーレコード　久留米店

ゲーマーズ博多店

紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店

フタバ図書ＴＥＲＡイオンモール福岡店

福岡金文堂行橋店

タワーレコード　佐賀店

紀伊國屋書店　佐賀店

熊本県 明林堂書店　ゆめタウン八代店

大分県 明林堂書店　ゆめタウン別府店

We's都城店（都城市）

We's延岡店（延岡市）

田中書店イオンモールミエル都城駅前店

We's 鹿児島店

タワーレコード　アミュプラザ鹿児島店

十字屋クロス店

紀伊國屋書店　鹿児島店

ブックスミスミ　オプシア

ブックスミスミ　鹿屋店

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）

タワーレコード 那覇リウボウ店
沖縄県

奈良県

山梨県

千葉県

静岡県

山口県

香川県

福岡県

佐賀県

宮崎県

鹿児島県

大阪府

兵庫県

島根県

岡山県

広島県

長野県

岐阜県

愛知県

三重県

京都府

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

宮城県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県
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