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都道府県 店名 / オンラインショップ名 都道府県 店名 / オンラインショップ名

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　あいの里店 福井県 ＴＳＵＴＡＹＡ　福井パリオ店

北海道 ＴＳＵＴＡＹＡ　木野店 山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　南アルプスガーデン店

北海道 函館　蔦屋書店 山梨県 ＴＳＵＴＡＹＡ　甲府昭和店

青森県 HMVイオンモールつがる柏 長野県 ＴＳＵＴＡＹＡ　北松本店

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前店 岐阜県 HMVイオンモール各務原

青森県 ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田店 岐阜県 タワーレコードモレラ岐阜店

岩手県 ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店 岐阜県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店

岩手県 ＭＯＲＩＯＫＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 静岡県 HMVイオンモール浜松市野

宮城県 タワーレコード仙台パルコ店 静岡県 タワーレコード 静岡店

宮城県 HMV仙台E BeanS 静岡県 タワーレコードららぽーと磐田店

宮城県 ブックセンター湘南栗原店 静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐鳴台店

秋田県 HMVイオンモール秋田 静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝瀬戸新屋店

秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大仙店 静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　辻店

秋田県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大館店 静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　浜松中央店

山形県 ＴＳＵＴＡＹＡ　山形北町店 静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店

山形県 ＴＳＵＴＡＹＡ　酒田店 静岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　袋井国本店

山形県 八文字屋長井店 愛知県 HMV栄

福島県 タワーレコード郡山店 愛知県 HMVイオンモールナゴヤドーム前

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　須賀川東店 愛知県 HMVイオンモール岡崎

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックエース小名浜住吉店 愛知県 HMVイオンモール木曽川
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都道府県 店名 / オンラインショップ名 都道府県 店名 / オンラインショップ名

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　船引店 愛知県 HMVイオンモール扶桑

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑野店 愛知県 タワーレコード名古屋近鉄パッセ店

福島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　会津アピオ店 愛知県 タワーレコード名古屋パルコ店

茨城県 タワーレコード水戸オーパ店 愛知県 タワーレコード大高店

茨城県 HMVイオンモール水戸内原 愛知県 タワーレコード東浦店

茨城県 ＢＯＯＫＡＣＥ　茨大前店 愛知県 紀伊國屋書店名古屋空港店

茨城県 リブロ ひたちなか店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店

栃木県 HMVイトーヨーカドー宇都宮 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　汐田橋店

栃木県 ＴＳＵＴＡＹＡ　栃木城内店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店

群馬県 タワーレコード高崎オーパ店 愛知県 名豊　Ｍ．Ｃ．Ｃ．刈谷店

群馬県 HMVイオンモール太田 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　三ノ輪店

群馬県 HMVイオンモール高崎 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店

群馬県 紀伊國屋書店前橋店 愛知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店

埼玉県 タワーレコード イオンレイクタウン店 三重県 タワーレコード鈴鹿店

埼玉県 タワーレコード アリオ上尾店 三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店

埼玉県 HMVイオンモール川口前川 三重県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店

埼玉県 HMVららぽーと富士見 京都府 HMV洛北阪急スクエア

埼玉県 HMVイオンモール浦和美園 京都府 タワーレコード京都店

埼玉県 HMVイオンモール与野 京都府 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ福知山店

埼玉県 HMVイオンモールむさし村山 大阪府 紀伊國屋書店アリオ鳳店

埼玉県 HMVイオンモール羽生 大阪府 タワーレコードあべのＨＯＯＰ店

埼玉県 HMVイオンモール春日部 大阪府 HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI

埼玉県 HMV大宮アルシェ 大阪府 HMVららぽーと和泉

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　レイクタウン 大阪府 HMVグランフロント大阪

埼玉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　秩父店 大阪府 タワーレコード㈱　なんばパークス店

千葉県 タワーレコード 津田沼店 大阪府 タワーレコード梅田ＮＵ茶屋町店

千葉県 タワーレコード アリオモール蘇我店 大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店

千葉県 HMVイオンモール八千代緑が丘 兵庫県 タワーレコード神戸店

千葉県 タワーレコード ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店 兵庫県 HMVイオンモール伊丹

千葉県 HMVららぽーと柏の葉 兵庫県 HMV三宮オーパ

千葉県 HMVイオンモール千葉ニュータウン 兵庫県 HMV阪急西宮ガーデンズ

千葉県 HMVイオンモール成田 兵庫県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　パークタウン加古川ミーツテラス

千葉県 ＴＳＵＴＡＹＡ　市原五井店 奈良県 タワーレコード橿原店

東京都 ステラワース 鳥取県 ＴＳＵＴＡＹＡ　倉吉店

東京都 タワーレコード渋谷店 岡山県 タワーレコードイオンモール倉敷店

東京都 タワーレコード池袋店 岡山県 HMVイオンモール岡山

東京都 タワーレコード 錦糸町パルコ店 岡山県 タワーレコードアリオ倉敷店

東京都 タワーレコード アリオ亀有店 岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　高屋店

東京都 HMV立川 岡山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ノースランド店

東京都 タワーレコード八王子店 広島県 タワーレコード広島店

東京都 タワーレコード川崎店 広島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン緑井店

東京都 タワーレコード新宿店 広島県 紀伊國屋書店ゆめタウン廿日市店

東京都 タワーレコード町田店 広島県 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＴＥＲＡ広島府中店

東京都 HMV&BOOKS SHIBUYA 広島県 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＭＥＧＡ中筋店

東京都 HMVエソラ池袋 徳島県 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店

東京都 HMV&BOOKS SPOT SHINJUKU 徳島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン石井店

東京都 HMVららぽーと豊洲 香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店

東京都 ＴＳＵＴＡＹＡ　武蔵小金井店 香川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇多津店

東京都 ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　重信



都道府県 店名 / オンラインショップ名 都道府県 店名 / オンラインショップ名

神奈川県 タワーレコード横浜ビブレ店 高知県 HMVイオンモール高知

神奈川県 HMVラゾーナ川崎 高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店

神奈川県 HMVららぽーと横浜 高知県 ＴＳＵＴＡＹＡ　安芸店

神奈川県 タワーレコード グランツリー武蔵小杉店 福岡県 ＴＳＵＴＡＹＡ　コスタ行橋店

神奈川県 タワーレコード アリオ橋本店 福岡県 フタバ図書　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＴＥＲＡイオンモール福岡店

神奈川県 タワーレコード 藤沢オーパ店 佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　伊万里店

神奈川県 HMV横浜WORLDPORTAS 佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ　武雄店

神奈川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店 長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス愛野店

新潟県 タワーレコード新潟店 長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　広田店

新潟県 バンダレコード　ららぽーと湘南平塚店 長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店

新潟県 蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店 長崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店

新潟県 蔦屋書店　新発田店 熊本県 蔦屋書店　熊本三年坂

富山県 HMVイオンモール高岡 熊本県 ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店

富山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　明文堂黒部店 熊本県 蔦屋書店　嘉島

富山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　明文堂富山有沢橋店 大分県 ＴＳＵＴＡＹＡ　森町店

石川県 タワーレコード金沢フォーラス店 宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　江平店

石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　大桑店 鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　プラッセ宮之城店

石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店 鹿児島県 ＴＳＵＴＡＹＡ　フレスポ国分店

石川県 ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店 沖縄県 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）


