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区市町村 店名

店名店名

店名

NEW 北海道 札幌市 コーチャンフォー　美しが丘店

NEW 北海道 札幌市 コーチャンフォーミュンヘン大橋

NEW 北海道 札幌市 コーチャンフォー新川通り店

NEW 北海道 旭川市 コーチャンフォー旭川店

NEW 東京都 稲城市 コーチャンフォー若葉台店

NEW 兵庫県 南あわじ市 ＣＤショップシティオ

北海道 旭川市 We'sイオンモール旭川西店

北海道 札幌市 玉光堂四丁目店

北海道 札幌市 ミュージックショップ音楽処

北海道 室蘭市 We's室蘭店

北海道 帯広市 浅原栄陽堂

青森県 弘前市 バンダレコード　さくら野弘前店

青森県 青森市 成田本店　しんまち店

青森県 青森市 成田本店　つくだ店

岩手県 盛岡市 Ｍ’ｓ　ＥＸＰＯ　盛岡店

宮城県 栗原市 ブックセンター湘南栗原店

宮城県 柴田郡 ミュージックショップスマイル　大河原Ｆｏｒｔｅ店

宮城県 仙台市 新星堂　ザ・モール仙台長町店

宮城県 仙台市 （株）山野楽器仙台店

秋田県 秋田市 （株）細川レコード店

山形県 新庄市 丸井八文字屋

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 岩瀬郡 スクラム　鏡石店

福島県 郡山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　桑野店

福島県 須賀川市 吉郡電器商会

福島県 西白河郡 ファミリータウン　キタムラ

福島県 白河市 スーパーブックス　新白河店

茨城県 猿島郡 楽園堂

茨城県 坂東市 岩崎電気サービス

茨城県 小美玉市 石岡ミュージックテープセンタ

栃木県 那須塩原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　黒磯店

埼玉県 さいたま市 （株）山野楽器そごう大宮店

埼玉県 越谷市 新星堂　越谷駅ビル店

埼玉県 戸田市 （株）山野楽器イオンモール北戸田店

埼玉県 所沢市 （株）山野楽器ワルツ所沢店

埼玉県 上尾市 （株）山野楽器丸広上尾店

埼玉県 深谷市 新星堂　アリオ深谷店

埼玉県 深谷市 新星堂　アリオ深谷店

埼玉県 深谷市 新星堂　アリオ深谷店

埼玉県 川越市 （株）山野楽器丸広川越店

埼玉県 川口市 （株）山野楽器そごう川口店

埼玉県 草加市 新星堂　草加マルイ店

埼玉県 入間市 （株）山野楽器丸広入間店

埼玉県 蕨市 ミヤコ蕨店

千葉県 浦安市 サウンドショップ　Jake 

千葉県 我孫子市 ブックマルシェ　我孫子店

千葉県 館山市 カミヤマサウンドステーション

千葉県 佐倉市 ムジカ・ダ・カーポ　志津店

千葉県 市原市 ミュージックワールド　アピタ市原店

千葉県 松戸市 シブヤ楽器

千葉県 千葉市 （株）山野楽器そごう千葉店

千葉県 千葉市 新星堂　おゆみ野店

千葉県 千葉市 新星堂　イオンタウンおゆみ野店

千葉県 柏市 新星堂　カルチェ５柏店



千葉県 木更津市 ＭＥＤＩＡ　木更津店

千葉県 野田市 佐藤商会

東京都 江戸川区 (有)音曲堂

東京都 江東区 ㈱天盛堂

東京都 新宿区 （株）山野楽器小田急新宿店

東京都 世田谷区 （株）山野楽器成城コルティ店

東京都 台東区 ㈱ヨーロー堂　浅草店

東京都 台東区 宮田レコード

東京都 中央区 銀座山野楽器本店

東京都 中央区 （株）山野楽器日本橋三越店

東京都 中野区 中野　名曲堂

東京都 豊島区 （株）山野楽器西武池袋店

東京都 豊島区 ㈱五番街　東武プラザ店

東京都 北区 赤羽　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 セキネ楽器店

東京都 町田市 （株）鈴木楽器店

東京都 調布市 （株）山野楽器調布パルコ店

東京都 国分寺市 新星堂　国分寺駅ビル店

東京都 東久留米市 （株）山野楽器イオンモール東久留米店

東京都 八王子市 （株）山野楽器セレオ八王子店

東京都 府中市 （株）山野楽器府中フォーリス店

神奈川県 横須賀市 くまざわ書店　久里浜店

神奈川県 横浜市 （株）山野楽器そごう横浜店

神奈川県 横浜市 （株）山野楽器たまプラーザテラス店

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 横浜市 オデオン堂　鶴見本店

神奈川県 横浜市 アトム電気㈱　アトムレコード

神奈川県 厚木市 （株）山野楽器本厚木ミロード店

神奈川県 川崎市 （株）山野楽器新百合ヶ丘エルミロード店

神奈川県 相模原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　横山店

神奈川県 相模原市 （株）山野楽器ミウィ橋本店

神奈川県 相模原市 （株）山野楽器相模大野ステーションスクエア店

神奈川県 藤沢市 （株）山野楽器辻堂店

神奈川県 平塚市 （株）山野楽器ラスカ平塚店

富山県 魚津市 ＢＯＯＫＳなかだ　魚津店

富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店

石川県 かほく市 ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店

福井県 福井市 勝木書店ＫａＢｏＳベル店

長野県 長野市 平安堂川中島店

岐阜県 各務原市 サウンド・ハンター各務原店

静岡県 掛川市 イケヤ　アピタ掛川店

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 浜松市 ヤマカ楽器店

静岡県 浜松市 イケヤ　プレ葉ウォーク浜北店

愛知県 安城市 名盤堂

愛知県 岡崎市 新星堂　アピタ岡崎店北

愛知県 刈谷市 本の王国刈谷店

愛知県 小牧市 イケヤ　イオン小牧店

愛知県 小牧市 イケヤ　イオン小牧店

愛知県 大府市 サニーレコード

愛知県 豊橋市 ツバメ屋楽器店

愛知県 豊川市 （有）朝比奈電機商会

愛知県 北名古屋市 文化堂楽器店　

愛知県 北名古屋市 ＭＵＳＩＣ　ＢＯＯＴＨ　ＢＵＮKADO

愛知県 名古屋市 濃尾商会　金山

愛知県 名古屋市 音楽堂　サカエチカ店　　　　

三重県 伊賀市 サワノ楽器

三重県 伊勢市 村林楽器店

三重県 桑名市 サウンドイン松岡

三重県 松阪市 ディスクイン　村井楽器



三重県 鈴鹿市 みどり楽器　

滋賀県 草津市 （株）JEUGIA草津A/SQARE

京都府 宇治市 （株）和田電器

京都府 亀岡市 CDないとう

京都府 久世郡 （株）JEUGIAイオンモール久御山店

京都府 京都市 （有）ディスクハウス　オズ

京都府 京都市 （株）JEUGIA三条本店

京都府 京都市 清水屋商店

京都府 京都市 キクヤレコード

大阪府 茨木市 （株）JEUGIAイオンモール茨木店

大阪府 岸和田市 ヤングレコード　本店

大阪府 岸和田市 ヤングレコード　トークタウン店

大阪府 高槻市 タワーレコード西武高槻

大阪府 堺市 アビイ・ロード

大阪府 堺市 ヤマブキレコード

大阪府 堺市 ミヤコアリオ鳳店

大阪府 守口市 新星堂　守口店

大阪府 守口市 ミヤコイオンモ－ル大日店

大阪府 吹田市 新星堂　吹田店

大阪府 泉南市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　りんくう泉南店

大阪府 大阪市 （株）山野楽器イオンモール鶴見緑地店

大阪府 大阪市 新星堂　天王寺ミオ店

大阪府 大阪市 （株）JEUGIA上本町近鉄店

大阪府 大阪市 あこや楽器店　本店

大阪府 大阪市 ディスクピア日本橋店

大阪府 東大阪市 ミヤコ瓢箪山店

大阪府 八尾市 （株）山野楽器リノアス八尾店

大阪府 和泉市 マルゼン楽器　本店

兵庫県 伊丹市 ミヤコイオンモ－ル伊丹昆陽店

兵庫県 加古川市 新星堂　加古川店

兵庫県 三木市 ＡＬＡＮＮ新三木店

兵庫県 神戸市 サウンド　エリア　ｾﾝティ

兵庫県 神戸市 平和レコ－ド

兵庫県 神戸市 タワーレコード神戸

兵庫県 姫路市 ㈱毎日舎蓄音器店

兵庫県 姫路市 姫路ミヤコ

兵庫県 明石市 前田楽器

奈良県 生駒市 新星堂　生駒店

奈良県 天理市 クラモトレコード

和歌山県 和歌山市 （有）ＨＩＴＳイシイ

島根県 松江市 エコー本店

島根県 大田市 歌の駅えんか

岡山県 岡山市 ㈱大森楽器店

広島県 安芸郡 フタバ図書海田店

広島県 呉市 公声堂

広島県 広島市 サウンドラボキハラ西条

広島県 広島市 エディオン五日市店

広島県 広島市 広島楽器センター

広島県 広島市 エディオン広島本店

広島県 三原市 福原レコード店

広島県 尾道市 大沢レコード

広島県 福山市 久松商会

山口県 下関市 快音堂楽器店

山口県 周南市 南陽ミュージック

高知県 高知市 サークルミュージック

福岡県 久留米市 サウンドシアターフィール

福岡県 行橋市 福岡金文堂行橋店

福岡県 糸島市 ラインレコードブラス店

福岡県 大川市 福岡金文堂大川店



福岡県 筑紫野市 積文館書店　筑紫野店

福岡県 福岡市 平尾レコード店

福岡県 福岡市 ミュージックプラザみつば

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 松田楽器店

福岡県 柳川市 甲斐田レコード店

佐賀県 伊万里市 しのはらレコード

佐賀県 鳥栖市 ㈱さとう

長崎県 佐世保市 川下レコード

長崎県 長崎市 新星堂　長崎夢彩都店

長崎県 長崎市 絃洋会

長崎県 諫早市 原田楽器

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 菊池郡 ムラヤマレコード　サンリー・イオン菊陽店

熊本県 熊本市 ムラヤマレコード　イオン熊本中央店

熊本県 天草市 山西楽器

大分県 杵築市 吉松楽器店

大分県 大分市 エトウ南海堂

鹿児島県 鹿児島市 十字屋CROSS

宮垣健 延岡市 （株）たつた商店

茨木県 古河市 東洋堂
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