
北海道 旭川市 We'sイオンモール旭川西店

北海道 札幌市 ＴＳＵＴＡＹＡ　あいの里店

北海道 札幌市 タワーレコード　アリオ札幌店　

北海道 室蘭市 We'ｓ室蘭店

北海道 石狩市 We'ｓ石狩緑苑台店

北海道 苫小牧市 タワーレコード　苫小牧店　　　

北海道 函館市 函館　蔦屋書店

青森県 むつ市 ＴＳＵＴＡＹＡ　むつ店

青森県 弘前市 ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前店

青森県 上北郡 タワーレコード　下田店　　　　

青森県 青森市 ＴＳＵＴＡＹＡ　青森中央店

岩手県 花巻市 ＴＳＵＴＡＹＡ　花巻店

岩手県 盛岡市 タワーレコード　盛岡店　　　　

岩手県 盛岡市 Ｍ’ｓ　ＥＸＰＯ　盛岡店

宮城県 遠田郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　涌谷店

宮城県 栗原市 ブックセンター湘南栗原店

宮城県 仙台市 タワーミニ　アリオ仙台泉店　　

宮城県 仙台市 新星堂　ザ・モール仙台長町店

宮城県 登米市 ＫＥＹ　ＳＴＡＴＩＯＮ

秋田県 横手市 ＴＳＵＴＡＹＡ　横手店

秋田県 秋田市 タワーレコード　秋田オーパ店　

山形県 米沢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　米沢相生町店

福島県 いわき市 ＢＯＯＫＡＣＥ　植田店

福島県 会津若松市ＴＳＵＴＡＹＡ　会津アピオ店

福島県 郡山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑野店

福島県 須賀川市 ＴＳＵＴＡＹＡ　須賀川東店

福島県 福島市 ＴＳＵＴＡＹＡ　福島南店

茨城県 猿島郡 楽園堂

茨城県 結城市 ＴＳＵＴＡＹＡ　結城店

茨城県 古河市 東洋堂

茨城県 神栖市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＯＵＴＬＥＴ　神栖店

茨城県 水戸市 タワーレコード　水戸オーパ店　

栃木県 宇都宮市 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮テクノ店

栃木県 栃木市 ＴＳＵＴＡＹＡ　栃木城内店

群馬県 高崎市 タワーレコード　高崎オーパ店　

群馬県 前橋市 （株）アツミレコード

埼玉県 越谷市 タワーレコード　イオンレイクタウン

埼玉県 久喜市 タワーレコード　アリオ鷲宮店　

埼玉県 春日部市 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日部１６号線店

埼玉県 上尾市 タワーレコード　アリオ上尾店　

埼玉県 深谷市 新星堂　アリオ深谷店

埼玉県 東松山市 蔦屋書店　東松山店

埼玉県 比企郡 蔦屋書店　滑川店

埼玉県 北本市 ＴＳＵＴＡＹＡ　北本店

埼玉県 蕨市 ミヤコ蕨

千葉県 佐倉市 ムジカ・ダ・カーポ　志津店

千葉県 市原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　市原五井店

千葉県 習志野市 タワーレコード　津田沼店　　　

千葉県 松戸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　松戸駅前店

千葉県 千葉市 タワーレコード　アリオモール蘇我店

千葉県 船橋市 タワーレコード　ららぽーとTOKYO-BAY店

千葉県 柏市 タワーレコード　セブンパーク　アリオ柏店

千葉県 柏市 新星堂　カルチェ５柏店

千葉県 木更津市 ＴＳＵＴＡＹＡ　木更津店

千葉県 流山市 紀伊國屋書店流山おおたかの森店

東京都 葛飾区 タワーレコード　アリオ亀有店　

東京都 江戸川区 音曲堂

東京都 江東区 タワーミニ　ダイバーシティ東京 プラザ店 

東京都 港区 タワーミニ　汐留店　　　　　　

東京都 新宿区 タワーレコード新宿店

東京都 台東区 音のヨーロー堂

東京都 中央区 銀座山野楽器本店



東京都 府中市 ＴＳＵＴＡＹＡ　府中駅前店

東京都 豊島区 CDショップ　五番街

東京都 北区 美声堂

東京都 北区 ミュージックショップダン

東京都 墨田区 タワーレコード　錦糸町パルコ店

東京都 墨田区 セキネ楽器店

東京都 練馬区 タワーレコード　リヴィン光が丘店

東京都 国分寺市 新星堂　国分寺駅ビル店

東京都 町田市 鈴木楽器店

東京都 町田市 タワーレコード町田

東京都 八王子市 タワーレコード八王子

東京都 武蔵野市 タワーレコード吉祥寺

東京都 立川市 タワーレコード立川立飛

神奈川県 伊勢原市 久美堂　伊勢原店

神奈川県 横浜市 ＴＳＵＴＡＹＡ　Ｌａ　ｖｉｓｔａ新杉田店

神奈川県 横浜市 タワーレコード　西武東戸塚店　

神奈川県 横浜市 新星堂　上大岡店

神奈川県 横浜市 新星堂　立場ヨーカドー店

神奈川県 川崎市 タワーレコード　グランツリー武蔵小杉店

神奈川県 相模原市 タワーレコード　アリオ橋本店　

神奈川県 藤沢市 タワーレコード　藤沢オーパ店　

新潟県 阿賀野市 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　TSUTAYA 　水原南店

新潟県 燕市 蔦屋書店　県央店

新潟県 燕市 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　TSUTAYA 　吉田店

新潟県 五泉市 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　TSUTAYA 　五泉店

新潟県 佐渡市 蔦屋書店　佐渡佐和田店

新潟県 三条市 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　TSUTAYA 　三条四日町店

新潟県 十日町市 サウンドエース

新潟県 小千谷市 宮脇書店　小千谷店

新潟県 小千谷市 蔦屋書店　小千谷店

新潟県 上越市 ＴＳＵＴＡＹＡ　上越インター店

新潟県 上越市 蔦屋書店　高田西店

新潟県 上越市 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　TSUTAYA 　上越ウィング店

新潟県 新潟市 蔦屋書店　新潟中央インター店

新潟県 新潟市 蔦屋書店　新潟万代

新潟県 新潟市 蔦屋書店　河渡店

新潟県 新潟市 蔦屋書店　新通店

新潟県 新潟市 蔦屋書店　マーケットシティ白根店

新潟県 新潟市 蔦屋書店　豊栄店

新潟県 新潟市 蔦屋書店　新津店

新潟県 新潟市 タワーレコード　新潟店　　　　

新潟県 新潟市 紀伊國屋書店新潟店

新潟県 新潟市 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　TSUTAYA　巻店

新潟県 新潟市 ミュージックショップフジヤ

新潟県 新潟市 We'ｓ新潟西店

新潟県 新発田市 蔦屋書店　新発田店

新潟県 胎内市 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　中条店

新潟県 長岡市 蔦屋書店　長岡新保店

新潟県 長岡市 蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店

新潟県 長岡市 蔦屋書店　長岡古正寺店

新潟県 長岡市 蔦屋書店　長岡花園店

新潟県 長岡市 We'ｓ長岡店

新潟県 柏崎市 蔦屋書店　柏崎岩上店

新潟県 柏崎市 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　TSUTAYA 　柏崎柳田店

新潟県 柏崎市 星野時計

富山県 滑川市 ＴＳＵＴＡＹＡ　明文堂滑川店

富山県 魚津市 ＢＯＯＫＳなかだ　魚津店

富山県 砺波市 ＴＳＵＴＡＹＡ　砺波店

富山県 富山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　明文堂富山掛尾店

富山県 富山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　富山豊田店

富山県 富山市 トオンミュージック　ファボーレ店

石川県 かほく市 ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店



石川県 白山市 新星堂　アピタ松任店

福井県 福井市 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ新二の宮店

長野県 小諸市 蔦屋書店　佐久小諸店

長野県 上田市 タワーレコード　上田店　　　　

長野県 長野市 アベレコード

静岡県 駿東郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店

静岡県 静岡市 蔦屋書店　静岡本店

静岡県 藤枝市 ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝瀬戸新屋店

静岡県 磐田市 タワーレコード　ららぽーと磐田店

静岡県 浜松市 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐鳴台店

岐阜県 本巣市 タワーレコード　モレラ岐阜店　

愛知県 豊橋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　汐田橋店

愛知県 豊橋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　三ノ輪店

愛知県 豊橋市 ツバメ屋楽器店

愛知県 蒲郡市 ＴＳＵＴＡＹＡ　蒲郡店

愛知県 岡崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店

愛知県 岡崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店

愛知県 安城市 名盤堂

愛知県 豊田市 本の王国豊田吉原店

愛知県 豊明市 ＴＳＵＴＡＹＡ　豊明店

愛知県 刈谷市 本の王国刈谷店

愛知県 春日井市 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店

愛知県 津島市 ヨシヅヤ津島北テラス　ＴＳＵＴＡＹＡ　新津島店

愛知県 北名古屋市ミュージックブースＢＵＮＫＡＤＯ

愛知県 名古屋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店

愛知県 名古屋市 音楽堂サカエチカ

愛知県 名古屋市 濃尾商会

愛知県 名古屋市 タワーレコード大高店

三重県 桑名市 サウンドイン松岡

三重県 鈴鹿市 みどり楽器

三重県 鈴鹿市 タワーレコード　鈴鹿店

三重県 松阪市 ディスク　イン　村井楽器

三重県 伊勢市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店

大阪府 岸和田市 ヤングレコード本店

大阪府 高槻市 タワーレコード高槻阪急店

大阪府 堺市 ヤマブキレコード

大阪府 堺市 タワーレコード北花田店

大阪府 大阪市 タワーレコード梅田大阪マルビル店

大阪府 大阪市 あこや楽器店　本店

大阪府 東大阪市 ミヤコ瓢箪山店

大阪府 八尾市 タワーレコードアリオ八尾店

大阪府 枚方市 枚方　蔦屋書店

大阪府 枚方市 タワーミニ　くずはモール店

大阪府 和泉市 マルゼン楽器本店

兵庫県 加西市 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオン加西北条店

兵庫県 神戸市 タワーレコード神戸店

兵庫県 西宮市 タワーミニ　ららぽーと甲子園店

兵庫県 明石市 前田楽器

兵庫県 明石市 タワーレコード明石店

奈良県 橿原市 タワーレコード橿原店

和歌山県 和歌山市 ＨＩＴＳイシイ

鳥取県 米子市 ＴＳＵＴＡＹＡ　角盤町店

島根県 出雲市 ブックセンターコスモ出雲店

岡山県 赤磐市 ＴＳＵＴＡＹＡ　山陽店

岡山県 倉敷市 ＴＳＵＴＡＹＡ　水島店

岡山県 倉敷市 タワーレコードアリオ倉敷店

岡山県 倉敷市 タワーレコードイオンモール倉敷店

岡山県 総社市 ＴＳＵＴＡＹＡ　総社東店

岡山県 津山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ノースランド店

広島県 広島市 エディオン広島本店

広島県 府中市 ＴＳＵＴＡＹＡ　府中高木店

広島県 福山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　新涯店



徳島県 板野郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　北島店

香川県 高松市 タワーレコード高松丸亀町店

愛媛県 松山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＩＬＬ　三津店

高知県 安芸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　安芸店

高知県 吾川郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　いの店

高知県 四万十市 ＴＳＵＴＡＹＡ　四万十店

高知県 須崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　須崎店

高知県 南国市 ＴＳＵＴＡＹＡ　南国店

福岡県 八女市 ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　八女店

福岡県 福岡市 タワーレコード香椎浜店

福岡県 福岡市 ミュージックプラザインドウ

福岡県 北九州市 タワーレコード若松店

佐賀県 伊万里市 しのはらレコード

佐賀県 佐賀市 ＴＳＵＴＡＹＡ　医大通り店

佐賀県 佐賀市 ＴＳＵＴＡＹＡ　兵庫町店

佐賀県 佐賀市 タワーレコード佐賀店

佐賀県 武雄市 ＴＳＵＴＡＹＡ　武雄店

長崎県 長崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ浜町店

長崎県 島原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店

熊本県 宇土市 ムラヤマレコード宇土シティモール店

熊本県 玉名市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　玉名店

熊本県 熊本市 蔦屋書店　熊本三年坂

熊本県 熊本市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　健軍店

熊本県 上益城郡 蔦屋書店　嘉島

熊本県 天草市 ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店

鹿児島県 鹿児島市 タワーレコードアミュプラザ鹿児島店

鹿児島県 霧島市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　霧島 

沖縄県 沖縄市 ＴＳＵＴＡＹＡ　美里店

EC EC TSUTAYA　オンラインショッピング（ご予約分のみ対象）

EC EC タワーレコード　オンライン

EC EC Amazon


