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神野美伽『旅立つ朝（あした）』

特典：千社札風ステッカー

県名 店名

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 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 函館　蔦屋書店

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

秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大館店

山形県 ＴＳＵＴＡＹＡ　米沢相生町店

山形県 丸井八文字屋

福島県 モリタミュージック

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑野店

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

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

茨城県 ＴＳＵＴＡＹＡ　結城店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　栃木城内店

群馬県 小池楽器店

埼玉県 バンダレコード　ららぽーと新三郷店

千葉県 シブヤ楽器

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　富津店

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 京浜テープセンター

東京都 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ

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

神奈川県 新星堂上大岡店

神奈川県 高橋電気商会

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店

新潟県 We's イオン長岡店

富山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　砺波店

対象店舗



県名 店名

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 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　氷見店

石川県 ｄｉｓｃＦＡＮ　アビオシティ加賀店

石川県 北国書林Ｖサウンド　アルプラザ金沢店

石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店

石川県 明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＫＯＭＡＴＳＵ

石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店

福井県 勝木書店ＫａＢｏＳベル店

長野県 バンダレコード　ライオン堂高宮店　

長野県 小枝時計店

長野県 平安堂長野店

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　沼津学園通り店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝瀬戸新屋店

愛知県 イケヤ　イオン小牧店

愛知県 中川商店

愛知県 ミュージックブース文化堂

愛知県 新星堂アピタ江南西店

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　岡崎インター店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店

三重県 サウンドイン松岡　

三重県 みどり楽器　

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 フミヤ楽器

滋賀県 ＪＥＵＧＩＡ草津A・SQUARE店

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



県名 店名

京都府 ヲギノ楽器店

京都府 イマニシ楽器

京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ福知山店

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

大阪府 ミュージックショップ　ガロ

大阪府 アビイ・ロード

大阪府 枚方　蔦屋書店

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 ＡＬＡＮＮ新三木店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ豊岡店

和歌山県 ＨＩＴＳイシイ

鳥取県 エディオン米子店

鳥取県 今井書店　吉成店サウンドスタジアム

鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　角盤町店

鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　東福原店

島根県 エコー本店

島根県 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER

岡山県 エディオン倉敷本店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高屋店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　総社東店

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 エディオン東広島本店

広島県 エディオン可部店

広島県 エディオン広店



県名 店名

広島県 エディオンゆめタウン大竹店

広島県 新星堂福山店

広島県 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＭＥＧＡ中筋店

広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　松永店

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

山口県 南陽ミュージック

山口県 快音堂楽器店

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

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 エディオン松山本店

愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＩＬＬ　三津店

愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　重信

高知県 サークルミュージック

高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　土佐道路店

高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　須崎店

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 福岡金文堂大川店

福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　ゆめタウン大牟田店

福岡県 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＴＥＲＡイオンモール福岡店

佐賀県 さとう

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

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店

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

熊本県 蔦屋書店　嘉島

大分県 エトウ南海堂

大分県 吉松楽器店

鹿児島県 We'sイオンモール 鹿児島店

鹿児島県 十字屋　クロス店

鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　出水緑町店

WEB TSUTAYA オンラインショッピング

WEB KING e-SHOP


