
都道府県名 / WEB 店名 / オンラインショップ名
WEB KING e-SHOP 
WEB タワーレコードオンライン
WEB Rakutenブックス（EC）
WEB セブンネットショッピング
WEB とらのあな　通信販売
WEB HMV&BOOKS online 
WEB ネオ・ウィング
WEB ぐるぐる王国
WEB 文教堂ホビー＆アニメガECサイト
全国 HMV全店（一部店舗除く）
全国 WonderGOO/新星堂全店（一部店舗除く） 
全国 アニメイト（一部店舗除く） 
全国 ゲーマーズ
北海道 とらのあな　札幌店
北海道 タワーレコード　苫小牧店
北海道 タワーレコード　ｱﾘｵ札幌店
北海道 玉光堂　小樽本店
北海道 玉光堂　イオン千歳店
北海道 玉光堂　イオン江別店
北海道 玉光堂　イオン岩見沢店
北海道 玉光堂　イオン帯広店
北海道 玉光堂　帯広イトーヨーカドー店
北海道 玉光堂　イオンモール釧路昭和店
北海道 玉光堂　イオン北見店
北海道 玉光堂　イオンモール発寒店
北海道 文教堂　アニメガ琴似駅前店
北海道 文教堂　アニメガ函館昭和店
北海道 文教堂　アニメガ札幌大通駅店
北海道 アニメガ　新札幌ＤＵＯ店
北海道 アニメガ　札幌パルコ店
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　
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北海道 コーチャンフォー美しが丘店
北海道 コーチャンフォー釧路店
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 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
青森県 タワーレコード　下田店
青森県 バンダレコード　さくら野弘前店
青森県 アニメガ　つがる柏店
青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店
岩手県 エムズエクスポ盛岡店
岩手県 エムズレコード桜台店　ミュージック
岩手県 バンダレコード　イオン盛岡南店
岩手県 タワーレコード　盛岡店
宮城県 タワーレコード　ﾀﾜｰﾐﾆ ｱﾘｵ仙台泉店
宮城県 バンダレコード　イオンモール名取店
宮城県 バンダレコード　イオンモール富谷店
宮城県 バンダレコード　イオンモール石巻店
宮城県 バンダレコード　スクラム古川店
宮城県 文教堂ＪＯＹ　仙台ロフト店
宮城県 タワーレコード　仙台パルコ店
秋田県 タワーレコード　秋田ｵｰﾊﾟ店
山形県 バンダレコード　イオン東根店
福島県 バンダレコード　福島西道路店
福島県 バンダレコード　イオン福島店
福島県 タワーレコード　郡山店
福島県 We's会津若松店
茨城県 タワーレコード　水戸ｵｰﾊﾟ店
茨城県 バンダレコード　イオンつくば店
茨城県 アニメガ　水戸店
茨城県 蔦屋書店　ひたちなか店
群馬県 タワーレコード　高崎オーパ店
群馬県 紀伊國屋書店 前橋店
埼玉県 タワーレコード　浦和店
埼玉県 タワーレコード　ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝ店
埼玉県 タワーレコード　ｱﾘｵ川口店
埼玉県 タワーレコード　ｱﾘｵ鷲宮店
埼玉県 タワーレコード　ｱﾘｵ上尾店
埼玉県 バンダレコード　ららぽーと新三郷店
埼玉県 アニメガ　東大宮駅ビル店
埼玉県 文教堂　川口駅店
埼玉県 文教堂　アニメガ熊谷ニットーモール店
埼玉県 紀伊國屋書店 さいたま新都心店
千葉県 タワーレコード　津田沼店
千葉県 タワーレコード　ｱﾘｵﾓｰﾙ蘇我店
千葉県 タワーレコード　ららぽｰとTOKYO-BAY店
千葉県 タワーレコード　ｾﾌﾞﾝﾊﾟｰｸｱﾘｵ柏店



千葉県 文教堂　茂原店
千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　木更津店
千葉県 紀伊國屋書店 流山おおたかの森店
東京都 タワーレコード　ｱﾘｵ亀有店
東京都 タワーレコード　ﾀﾜｰﾐﾆ 汐留店
東京都 タワーレコード　ﾀﾜｰﾐﾆ ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ東京 ﾌﾟﾗｻﾞ店
東京都 タワーレコード　ﾘｳﾞｨﾝ光が丘店
東京都 タワーレコード　ららぽｰと立川立飛店
東京都 タワーレコード　錦糸町ﾊﾟﾙｺ店
東京都 タワーレコード　新宿店
東京都 タワーレコード　渋谷店
東京都 タワーレコード　秋葉原店
東京都 とらのあな　池袋店B
東京都 タワーレコード　町田店
東京都 タワーレコード　八王子店
東京都 コーチャンフォー若葉台店
東京都 タワーレコード　池袋店
東京都 バンダレコード　ＬＩＶＩＮ田無店
東京都 バンダレコード　イオン板橋ＳＣ
東京都 文教堂　アニメガ二子玉川店
東京都 文教堂　南大沢店
東京都 アニメガ　池袋サンシャインアルタ店
東京都 文教堂　アニメガ京王八王子店
東京都 アニメガ　池袋マルイ店
東京都 文教堂　アニメガ武蔵境駅前店
東京都 文教堂　ホビーアニメガ町田店
東京都 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ
神奈川県 タワーレコード　ｱﾘｵ橋本店
神奈川県 タワーレコード　西武東戸塚店
神奈川県 タワーレコード　ｸﾞﾗﾝﾂﾘｰ武蔵小杉店
神奈川県 タワーレコード　藤沢ｵｰﾊﾟ店
神奈川県 タワーレコード　横浜ビブレ店
神奈川県 バンダレコード　湘南平塚店
神奈川県 アニメガ　横浜ビブレ店
神奈川県 アニメガ　横須賀ＭＯＲＥ’Ｓ店
神奈川県 タワーレコード　川崎店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店
神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛甲石田店
新潟県 We's新潟西店
新潟県 We's長岡店
新潟県 紀伊國屋書店 新潟店
新潟県 タワーレコード　新潟店
新潟県 蔦屋書店　長岡古正寺店
富山県 喜久屋書店　高岡店 
石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店
石川県 ＫＣ
福井県 ㈱松木屋　エルパ店 
福井県 紀伊國屋書店 福井店



福井県 松木屋エルパ店
長野県 タワーレコード　上田店
長野県 文教堂ＪＯＹ　アニメガ松本店
長野県 蔦屋書店　佐久小諸店
長野県 平安堂飯田店
長野県 平安堂座光寺店
長野県 平安堂あづみ野店
長野県 平安堂佐久インターウェーブ店
長野県 平安堂上田しおだ野店
長野県 平安堂伊那店
長野県 平安堂川中島店
長野県 平安堂更埴店
岐阜県 タワーレコード　ﾓﾚﾗ岐阜店
静岡県 タワーレコード　ららぽｰと磐田店
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 とらのあな　静岡店
静岡県 タワーレコード　静岡店
静岡県 アニメガ　静岡店
愛知県 タワーレコード　名古屋パルコ店
愛知県 タワーレコード㈱　名古屋近鉄パッセ店
愛知県 タワーレコード　東浦店
愛知県 タワーレコード　大高店
愛知県 ㈱音楽堂　サカエチカ店 
愛知県 ㈱イケヤ　イオン小牧店 
愛知県 We's緑店
愛知県 バンダレコード　イオン長久手店
愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　汐田橋店
愛知県 本の王国刈谷店
愛知県 紀伊國屋書店 名古屋空港店
愛知県 本の王国豊田吉原店
愛知県 本の王国安城店
三重県 タワーレコード　鈴鹿店
三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚ミタス伊勢店
三重県 本の王国文化センター前店
滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　水口店
京都府 タワーレコード京都店
京都府 JEUGIA　三条本店
京都府 文教堂　アニメガ京都店
京都府 ディスクショップ　白鳥　　　　　　　　
大阪府 ディスクピア日本橋店
大阪府 ミヤコ　アリオ鳳店 
大阪府 タワーレコード　北花田店
大阪府 タワーレコード　西武高槻店
大阪府 タワーレコード　ｱﾘｵ八尾店
大阪府 タワーレコード　ﾀﾜｰﾐﾆ くずはﾓｰﾙ店
大阪府 タワーレコード大阪マルビル店
大阪府 タワーレコード梅田NU茶屋町店



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 とらのあな　なんば店B
大阪府 WAY書店 TSUTAYA 富田林店
大阪府 喜久屋書店漫画館ルシアス店
大阪府 文教堂ＪＯＹ　梅田Ｌｏｆｔ店
大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＥＢＩＳＵＢＡＳＨＩ
大阪府 枚方　蔦屋書店
兵庫県 タワーレコード神戸店
兵庫県 タワーレコード　明石店
兵庫県 タワーレコード　ﾀﾜｰﾐﾆ ららぽｰと甲子園店
兵庫県 アニメガ　三宮店
兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　川西能勢口店
奈良県 タワーレコード　橿原店
和歌山県 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店
和歌山県 TSUTAYA WAY オーシティ前 田辺店
和歌山県 TSUTAYA WAY 橋本店
和歌山県 WAY書店 TSUTAYA オークワ本社店
和歌山県 スーパーセンターWAY 南紀店
和歌山県 TSUTAYA WAY 串本店
和歌山県 WAY書店 TSUTAYA美浜店
和歌山県 TSUTAYA WAY 海南店
鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　角盤町店
岡山県 タワーレコード　ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷店
岡山県 タワーレコード　ｱﾘｵ倉敷店
岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大安寺店
広島県 タワーレコード広島店
広島県 とらのあな　広島店
山口県 幸太郎本舗　ＴＳＵＴＡＹＡ　宇部店
徳島県 アニメイト徳島
徳島県 紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店
徳島県 紀伊國屋書店 徳島店
香川県 タワーレコード　高松丸亀町店
香川県 アニメガ　高松店
香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店
香川県 紀伊國屋書店 丸亀店
愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　重信
福岡県 タワーレコード　福岡パルコ店
福岡県 タワーレコード　アミュプラザ博多店
福岡県 タワーレコード　久留米店
福岡県 タワーレコード　若松店
福岡県 タワーレコード　香椎浜店
福岡県 文教堂ＪＯＹ　福岡パルコ店
福岡県 Ａ’ＢＯＯＫイオン穂波店
福岡県 紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店
福岡県 ＢＯＯＫＳあんとく三潴店　　　　　　　　　　　
佐賀県 タワーレコード　佐賀店
佐賀県 紀伊國屋書店 佐賀店



長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ浜町店
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 ＢＯＯＫＳあんとく荒尾店
熊本県 ＢＯＯＫＳあんとく山鹿店
熊本県 紀伊國屋書店 熊本はません店
宮崎県 We's都城店
宮崎県 We's延岡店
宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　都城店
鹿児島県 We's鹿児島店
鹿児島県 タワーレコード　ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島店
鹿児島県 紀伊國屋書店 鹿児島店
沖縄 タワーレコード　那覇リウボウ店
沖縄 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） 


