
都道府県名 / WEB 店名 / オンラインショップ名

EC ELR Store

EC HMV&BOOKS online

EC Rakutenブックス

EC あみあみオンラインショップ

EC ゲーマーズオンラインショップ

EC セブンネットショッピング

EC タワーレコードオンライン

EC アニメイトオンラインショップ

EC とらのあな通信販売部

EC ネオ・ウィング

全国 アニメイト全店

全国 HMV全店(一部店舗を除く)

北海道 タワーレコードアリオ札幌店

北海道 タワーレコード苫小牧店

北海道 玉光堂　イオンモール旭川駅前店

北海道 玉光堂　イオンモール釧路昭和店

北海道 玉光堂　イオンモール札幌発寒店

北海道 玉光堂　イオン岩見沢店

北海道 玉光堂　イオン釧路店

北海道 玉光堂　イオン江別店

北海道 玉光堂　イオン千歳店

ヒプノシスマイク –Division Rap Battle-

旧譜キャンペーン対象店舗一覧

<A4ディスコグラフィクリアファイル>



北海道 玉光堂　イオン帯広店

北海道 玉光堂　イオン北見店

北海道 玉光堂　カテプリ新さっぽろ店

北海道 玉光堂　パセオ店

北海道 玉光堂　四丁目店

北海道 玉光堂　小樽本店

北海道 玉光堂　帯広イトーヨーカドー店

北海道 玉光堂　函館駅前ビル店

北海道 タワーレコード　札幌ピヴォ店

北海道 We'sイオンモール旭川西店　

北海道 We's石狩緑苑台店

北海道 We's室蘭店

青森県 タワーレコード下田店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店

青森県 バンダレコード　さくら野弘前店

青森県 新星堂　八戸ニュータウン店

岩手県 タワーレコード盛岡店

岩手県 バンダレコード　イオンモール盛岡南店

宮城県 TOWERminiアリオ仙台泉店

宮城県 タワーレコード仙台パルコ店

宮城県 スクラム　古川店

宮城県 スクラム　大河原店

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　イオンモール富谷店

宮城県 バンダレコード　イオンモール名取店

宮城県 バンダレコード　イオンモール利府店

宮城県 バンダレコード　イオン仙台中山店

宮城県 新星堂　ザ・モール仙台長町店

秋田県 タワーレコード秋田オーパ店

秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大館店

山形県 ＴＳＵＴＡＹＡ　米沢相生町店

山形県 バンダレコード　イオン東根店

山形県 新星堂　鶴岡店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　会津アピオ店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑野店

福島県 タワーレコード郡山店

福島県 バンダレコード　イオン福島店

福島県 バンダレコード　福島西道路店

福島県 We's会津若松店

茨城県 タワーレコード水戸オーパ店

茨城県 バンダレコード　イオンモールつくば店

茨城県 バンダレコード　イオンモール土浦店

茨城県 新星堂　水戸店



茨城県 蔦屋書店　ひたちなか店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　栃木城内店

栃木県 新星堂　イオンモール佐野新都市店

栃木県 新星堂　トナリエ宇都宮店

群馬県 タワーレコード高崎オーパ店

群馬県 蔦屋書店　前橋みなみモール店

埼玉県 タワーレコードアリオ上尾店

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 タワーレコードイオンレイクタウン店

埼玉県 タワーレコード浦和店

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　レイクタウン

埼玉県 バンダレコード　ステラタウン店

埼玉県 バンダレコード　ららぽーと新三郷店

埼玉県 バンダレコード　新所沢パルコ店

埼玉県 バンダレコード　本川越ぺぺ店

埼玉県 新星堂　アリオ深谷店

埼玉県 新星堂　熊谷店

埼玉県 新星堂　新越谷駅ビル店

埼玉県 新星堂　草加マルイ店

千葉県 タワーレコードアリオモール蘇我店

千葉県 タワーレコードセブンパークアリオ柏店

千葉県 タワーレコード津田沼店

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　松戸駅前店

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　木更津店

千葉県 バンダレコード　イオンマリンピア店

千葉県 バンダレコード　イトーヨーカドー八千代店

千葉県 バンダレコード　テラスモール松戸店

千葉県 新星堂　イオンタウンおゆみ野店

千葉県 新星堂　イオンモール木更津店

千葉県 新星堂　イクスピアリ店

千葉県 新星堂　カルチェ５柏店

千葉県 新星堂　ニッケコルトンプラザ店

千葉県 新星堂　ユアエルム八千代台店

千葉県 新星堂　レスポック四街道店

千葉県 新星堂　船橋ヨーカドー店

東京都 ＡＫＩＨＡＢＡＲＡゲーマーズ本店

東京都 TOWERminiダイバーシティ東京プラザ店

東京都 TOWERmini汐留店

東京都 タワーレコードアリオ亀有店

東京都 タワーレコードグランツリー武蔵小杉店

東京都 タワーレコードららぽーとTOKYO-BAY店

東京都 タワーレコードららぽーと立川立飛店



東京都 タワーレコードリウ゛ィン光が丘店

東京都 タワーレコード錦糸町パルコ店

東京都 タワーレコード八王子店

東京都 とらのあな池袋店A

東京都 ステラワース

東京都 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　府中駅前店

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 タワーレコード吉祥寺店

東京都 バンダレコード　ＬＩＶＩＮ田無店

東京都 バンダレコード　イオン板橋店

東京都 バンダレコード　イトーヨーカドー赤羽店

東京都 新星堂　アトレ吉祥寺店

東京都 新星堂　アルカキット錦糸町店

東京都 新星堂　サンシャインシティアルタ店

東京都 新星堂　ルミネ立川店

東京都 新星堂　阿佐ヶ谷店

東京都 新星堂　葛西ヨーカドー店

東京都 新星堂　国分寺駅ビル店

東京都 新星堂　昭島店

東京都 新星堂　東大和ヨーカドー店

東京都 新星堂　武蔵境ヨーカドー店

神奈川県 タワーレコードアリオ橋本店

神奈川県 タワーレコード横浜ビブレ店

神奈川県 タワーレコード川崎店

神奈川県 タワーレコード西武東戸塚店

神奈川県 タワーレコード藤沢オーパ店

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛甲石田店

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店

神奈川県 バンダレコード　イオン金沢八景店

神奈川県 バンダレコード　ららぽーと海老名店

神奈川県 バンダレコード　ららぽーと湘南平塚店

神奈川県 バンダレコード　綾瀬タウンヒルズ店

神奈川県 新星堂　アピタ長津田店

神奈川県 新星堂　トレッサ横浜店

神奈川県 新星堂　モザイクモール港北店

神奈川県 新星堂　横浜ジョイナス店

神奈川県 新星堂　海老名店

神奈川県 新星堂　小田原ダイナシティ店

神奈川県 新星堂　上大岡店



神奈川県 新星堂　大和鶴間店

神奈川県 新星堂　立場ヨーカドー店

新潟県 タワーレコード新潟店

新潟県 蔦屋書店　新潟万代

新潟県 蔦屋書店　長岡古正寺店

新潟県 We'sイオン長岡店

新潟県 We's新潟店

富山県 トオンミュージック　ファボーレ店

富山県 喜久屋書店高岡店

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

石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店

石川県 新星堂　アピタ松任店

山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲府昭和店

山梨県 玉光堂　セレオ甲府店

山梨県 新星堂　ラザウォーク甲斐双葉店

長野県 タワーレコード上田店

長野県 平安堂
あづみ野店

長野県 平安堂
飯田店

長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　北松本店

長野県 ライオン堂高宮店

長野県 蔦屋書店　佐久小諸店

岐阜県 タワーレコードモレラ岐阜店

岐阜県 新星堂　カラフルタウン岐阜店

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 イケヤMARK IS 静岡店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　御殿場店

静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐鳴台店

静岡県 バンダレコード　三島店

静岡県 新星堂　アピタ静岡店

愛知県 ゲーマーズ名古屋店

愛知県 タワーレコード大高店

愛知県 タワーレコード東浦店

愛知県 タワーレコード名古屋近鉄パッセ店

愛知県 ミュージックブース文化堂

愛知県 音楽堂サカエチカ店

愛知県 タワーレコード名古屋パルコ店

愛知県 イケヤイオン小牧店

愛知県 We's緑店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚ウイングタウン岡崎店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚バロー戸田店



愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚岡崎インター店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　三ノ輪店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　汐田橋店

愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　豊明店

愛知県 バンダレコード　イオンモール新瑞橋店

愛知県 バンダレコード　イオンモール長久手店

愛知県 バンダレコード　イオンモール名古屋茶屋店

愛知県 ヨシヅヤ津島北テラス　ＴＳＵＴＡＹＡ　新津島店

愛知県 新星堂　ｍｏｚｏ　ワンダーシティ店

愛知県 新星堂　アスナル金山店

愛知県 新星堂　アピタ岡崎北店

愛知県 新星堂　アピタ向山店

愛知県 新星堂　アピタ江南西店

愛知県 新星堂　アピタ長久手店

愛知県 新星堂　イオンタウン千種店

愛知県 新星堂　イオン八事店

愛知県 新星堂　テラスウォーク一宮店

愛知県 新星堂　リーフウォーク稲沢店

愛知県 新星堂　名古屋店

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 新星堂　イオンモール桑名店

滋賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　水口

京都府 JEUGIA三条本店

京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ福知山店

京都府 新星堂　イオンモール高の原店

京都府 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　小倉店

大阪府 TOWERminiくずはモール店

大阪府 ゲーマーズなんば店

大阪府 タワーレコードアリオ八尾店

大阪府 タワーレコード高槻阪急店

大阪府 タワーレコード北花田店

大阪府 とらのあななんば店B

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 タワーレコード梅田大阪マルビル店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＥＢＩＳＵＢＡＳＨＩ

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　香里園店

大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ

大阪府 新星堂　イオンモール四條畷店

大阪府 新星堂　京橋店



大阪府 新星堂　天王寺ミオ店

大阪府 新星堂　難波店

大阪府 枚方　蔦屋書店

兵庫県 TOWERminiららぽーと甲子園店

兵庫県 タワーレコード明石店

兵庫県 タワーレコード神戸店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ豊岡店

兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　姫路広峰店

兵庫県 新星堂　加古川店

兵庫県 新星堂　明石ヨーカドー店

奈良県 タワーレコード橿原店

奈良県 玉光堂　イオンモール奈良登美が丘店

鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　角盤町店

岡山県 タワーレコードアリオ倉敷店

岡山県 タワーレコードイオンモール倉敷店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ノースランド店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　山陽店

岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大安寺店

広島県 タワーレコード広島店

広島県 フタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店

広島県 フタバ図書ＭＥＧＡ祇園中筋店

広島県 フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店

広島県 フタバ図書Λｌｔｉアルパーク店

広島県 新星堂　ゆめタウン広島店

広島県 新星堂　福山店

山口県 幸太郎本舗　ＴＳＵＴＡＹＡ　宇部店

山口県 新星堂　下関店

香川県 タワーレコード高松丸亀町店

香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店

愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　重信

福岡県 タワーレコード香椎浜店

福岡県 タワーレコード若松店

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 新星堂　キャナルシティ博多店

福岡県 新星堂　サンリブシティ小倉店

福岡県 新星堂　小倉駅前アイム店

福岡県 蔦屋書店　イオンモール筑紫野

佐賀県 タワーレコード佐賀店

長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ浜町店

長崎県 新星堂　長崎夢彩都店

熊本県 ムラヤマレコード宇土シティモール店

熊本県 新星堂　ゆめタウン光の森店



熊本県 蔦屋書店　嘉島

熊本県 蔦屋書店　熊本三年坂

熊本県 蔦屋書店　小川町

宮崎県 We's都城店

宮崎県 We's延岡店

宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　都城店

宮崎県 新星堂　イオンモール宮崎店

鹿児島県 タワーレコードアミュプラザ鹿児島店

鹿児島県 We's鹿児島店

福岡 タワーレコード福岡パルコ店


