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区市町村 店名
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店名

北海道 札幌市 ＴＳＵＴＡＹＡ　あいの里店

北海道 札幌市 ミュージックショップ音楽処

北海道 小樽市 月田楽器

北海道 帯広市 浅原栄陽堂

北海道 苫小牧市 ＴＳＵＴＡＹＡ　苫小牧バイパス店

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 青森市 成田本店　しんまち店

岩手県 一関市 ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店

岩手県 一関市 さとう屋楽器

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 塩釜市 東海林無線

宮城県 栗原市 ブックセンター湘南栗原店

宮城県 仙台市 （株）山野楽器仙台店

宮城県 大崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　大崎古川店

宮城県 大崎市 レコードショップセブン

宮城県 登米市 ＫＥＹ　ＳＴＡＴＩＯＮ

宮城県 名取市 ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台南店

秋田県 横手市 柏谷楽器店

秋田県 秋田市 細川レコード

秋田県 大仙市 美音社

秋田県 能代市 ＴＳＵＴＡＹＡ　能代店

秋田県 能代市 アサヒ楽器

山形県 新庄市 丸井八文字屋

山形県 長井市 八文字屋長井店

山形県 鶴岡市 銀座堂

山形県 天童市 ＴＥＮＤＯ八文字屋

福島県 いわき市 ＢＯＯＫＡＣＥ　植田店

福島県 いわき市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックエース小名浜住吉店

福島県 いわき市 ＴＳＵＴＡＹＡ　上荒川店

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 郡山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン郡山店

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 相馬市 モリタミュージック

福島県 田村市 ＴＳＵＴＡＹＡ　船引店

福島県 白河市 スーパーブックス　新白河店

福島県 福島市 ＴＳＵＴＡＹＡ　福島南店

福島県 福島市 あきたや楽器店

茨城県 ひたちなか市 花菱

茨城県 猿島郡 楽園堂

茨城県 下妻市 ＢＯＯＫＡＣＥ　下妻店

茨城県 結城市 ＴＳＵＴＡＹＡ　結城店

茨城県 古河市 ＴＳＵＴＡＹＡ　総和店

茨城県 古河市 東洋堂

茨城県 小美玉市 石岡ミュージックテープセンター

茨城県 神栖市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＯＵＴＬＥＴ　神栖店

茨城県 龍ケ崎市 蔦屋書店　龍ケ崎店

栃木県 さくら市 ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店

栃木県 宇都宮市 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮インターパーク店

栃木県 下野市 ＴＳＵＴＡＹＡ　自治医大店

栃木県 鹿沼市 ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿沼店

栃木県 小山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　小山城南店

栃木県 真岡市 ＴＳＵＴＡＹＡ　真岡店
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栃木県 栃木市 ＴＳＵＴＡＹＡ　栃木城内店

栃木県 那須塩原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　黒磯店

栃木県 那須塩原市 ミュージックプラザミモリ

群馬県 伊勢崎市 蔦屋書店　伊勢崎宮子店

群馬県 沼田市 小池楽器

群馬県 北群馬郡吉岡町 蔦屋書店　前橋吉岡店

群馬県 邑楽郡大泉町 ＴＳＵＴＡＹＡ　大泉店

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 ＴＳＵＴＡＹＡ　レイクタウン

埼玉県 春日部市 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日部１６号線店

埼玉県 川越市 （株）山野楽器丸広川越店

埼玉県 東松山市 蔦屋書店　東松山店

埼玉県 比企郡滑川町 蔦屋書店　滑川店

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 佐倉市 ムジカ・ダ・カーポ　志津店

千葉県 山武郡 丸越楽器

千葉県 市原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　市原五井店

千葉県 松戸市 シブヤ楽器

千葉県 松戸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　松戸駅前店

千葉県 柏市 新星堂　カルチェ５柏店

千葉県 富津市 ＴＳＵＴＡＹＡ　富津店

千葉県 木更津市 ＴＳＵＴＡＹＡ　木更津店

千葉県 野田市 佐藤商会

東京都 江戸川区 音曲堂

東京都 江東区 天盛堂

東京都 荒川区 （株）三井屋楽器店

東京都 荒川区 ＴＳＵＴＡＹＡ　町屋店

東京都 足立区 スーパーブックス　竹ノ塚駅前店

東京都 台東区 音のヨーロー堂

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 中野区 中野名曲堂

東京都 品川区 MMP

東京都 豊島区 ㈱五番街　東武プラザ店

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 セキネ楽器店

東京都 町田市 （株）鈴木楽器店

東京都 八王子市 ㈱山野楽器　セレオ八王子店

東京都 国分寺市 新星堂　国分寺駅ビル店

東京都 西多摩郡 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンモール日の出

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 ㈱山野楽器　たまプラーザテラス

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 ＴＳＵＴＡＹＡ　愛甲石田店

神奈川県 相模原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　横山店

神奈川県 平塚市 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや平塚山下店

新潟県 佐渡市 蔦屋書店　佐渡佐和田店

新潟県 十日町市 サウンドエース

新潟県 上越市 蔦屋書店　高田西店

新潟県 新潟市 蔦屋書店　河渡店

新潟県 新発田市 蔦屋書店　新発田店

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 ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店

富山県 富山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　富山豊田店

石川県 かほく市 ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店

石川県 金沢市 北国書林Ｖサウンド　アルプラザ金沢店

福井県 福井市 勝木書店ＫａＢｏＳベル店

福井県 福井市 松木屋エルパ店



長野県 小諸市 蔦屋書店　佐久小諸店

長野県 上田市 小枝時計店

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

岐阜県 岐阜市 名音堂

岐阜県 大垣市 ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店

岐阜県 中津川市 三洋堂書店  ルビットタウン中津川店

静岡県 掛川市 イケヤアピタ掛川店

静岡県 御殿場市 ＴＳＵＴＡＹＡ　御殿場店

静岡県 静岡市 ＴＳＵＴＡＹＡ　静岡流通どおり店

静岡県 静岡市 蔦屋書店　静岡平和町店

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 イケヤ文楽館　高丘店

静岡県 浜松市 ＴＳＵＴＡＹＡ　佐鳴台店

静岡県 浜松市 イケヤプレ葉ウォーク浜北店

静岡県 浜松市 ヤマカ

静岡県 富士市 ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや富士中央店

愛知県 安城市 名盤堂

愛知県 稲沢市 真野テレビレコード店

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 蒲郡市 ナガシマテレビ

愛知県 刈谷市 本の王国　刈谷店

愛知県 刈谷市 本の王国刈谷店

愛知県 刈谷市 名豊　Ｍ．Ｃ．Ｃ．刈谷店

愛知県 今治市 トチギレコード

愛知県 春日井市 ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店

愛知県 大府市 サニーレコード

愛知県 丹羽郡 愛曲楽器アピタ大口店

愛知県 津島市 ヨシヅヤ津島北テラス　ＴＳＵＴＡＹＡ　新津島店

愛知県 尾張旭市 谷口電波

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 豊川市 朝比奈電機商会

愛知県 豊田市 本の王国　豊田吉原店

愛知県 豊田市 本の王国豊田吉原店

愛知県 北名古屋市 文化堂楽器店

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 フタバ図書ＴＥＲＡワンダーシティ店

愛知県 名古屋市 ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店

愛知県 名古屋市 濃尾商会

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 ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店

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 四日市市 ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店

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

京都府 宇治市 平和書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　小倉店

京都府 宇治市 和田電器

京都府 亀岡市 ＣＤないとう

京都府 京都市 ＴＳＵＴＡＹＡ　西院店

京都府 京都市 ディスクハウスオズ

京都府 京都市 清水屋商店

京都府 福知山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ福知山店

大阪府 岸和田市 ヤングレコ-ド本店

大阪府 岸和田市 ヤングレコ-ドト-クタウン

大阪府 堺市 ㈱山吹電気商会

大阪府 堺市中区 アビイ・ロード

大阪府 寝屋川市 ＴＳＵＴＡＹＡ　香里園店



大阪府 大阪市 （株）ＪＥＵＧＩＡ上本町近鉄

大阪府 大阪市 あこや楽器本店

大阪府 東大阪市 ミヤコ瓢箪山店

大阪府 八尾市 山野楽器　リノアス八尾店

大阪府 枚方市 枚方　蔦屋書店

大阪府 箕面市 箕面ピッコロ

大阪府 和泉市 マルゼン楽器店

兵庫県 加西市 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオン加西北条店

兵庫県 三木市 ＡＬＡＮＮ新三木店

兵庫県 神戸市 ＴＳＵＴＡＹＡ　三宮店

兵庫県 神戸市 平和レコード店

兵庫県 川西市 ＴＳＵＴＡＹＡ　川西能勢口店

兵庫県 姫路市 ＴＳＵＴＡＹＡ　熊見店

兵庫県 姫路市 毎日舎蓄音機店

兵庫県 姫路市 姫路ミヤコ

兵庫県 豊岡市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ豊岡店

兵庫県 明石市 前田楽器

和歌山県 洲本市 ミュージックセンター新東

和歌山県 田辺市 クリヤマレコード

和歌山県 和歌山市 （有）HITSイシイ

鳥取県 西伯郡 STUDIO WONDERイオンモール日吉津店

鳥取県 倉吉市 今井書店　パープルタウン店

鳥取県 鳥取市 ブックセンターコスモ吉方店

鳥取県 鳥取市 今井書店　吉成店サウンドスタジアム

鳥取県 東伯郡 今井書店　アプト店

鳥取県 米子市 本の学校メディア館

島根県 安来市 今井書店　安来プラーナ店

島根県 雲南市 今井書店　木次マルシェリーズ店

島根県 出雲市 ブックセンターコスモ出雲店

島根県 出雲市 ＴＳＵＴＡＹＡ　出雲店

島根県 松江市 STUDIO WONDERイオン松江店

島根県 松江市 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER

島根県 新宮市 エコー本店

岡山県 岡山市 大森楽器店

岡山県 笠岡市 ＴＳＵＴＡＹＡ　笠岡富岡店

岡山県 赤磐市 ＴＳＵＴＡＹＡ　山陽店

岡山県 倉敷市 ＴＳＵＴＡＹＡ　水島店

岡山県 総社市 ＴＳＵＴＡＹＡ　総社東店

岡山県 津山市 ブックセンターコスモ津山店

広島県 安芸郡 フタバ図書海田店

広島県 安芸郡 フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店

広島県 呉市 フタバ図書ＧＩＧＡ呉駅レクレ店

広島県 呉市 公声堂　呉

広島県 広島市 フタバ図書ＭＥＧＡ祇園中筋店

広島県 広島市 フタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店

広島県 広島市 フタバ図書ＧＩＧＡ上安店

広島県 広島市 フタバ図書Λｌｔｉアルパーク店

広島県 広島市 フタバ図書ＧＩＧＡ五日市店

広島県 広島市 フタバ図書 ジ アウトレット広島店

広島県 広島市 サウンドラボ　キハラ西条店

広島県 広島市 楽器センター

広島県 広島市 エディオン広島本店ディスクシティ

広島県 尾道市 大沢レコード

広島県 福山市 ＴＳＵＴＡＹＡ　新涯店

広島県 福山市 久松レコード

山口県 下松市 明林堂書店　ゆめタウン下松店

山口県 岩国市 フタバ図書ＧＩＧＡフレスタモール岩国店

山口県 周南市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ロックタウン周南店

山口県 周南市 演奏堂

山口県 周南市 南陽ミュージック

徳島県 徳島市 平惣　川内店

香川県 丸亀市 ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店

香川県 高松市 ＴＳＵＴＡＹＡ　高松サンシャイン通り店



愛媛県 松山市 津田演奏堂

高知県 高知市 サークルミュージック

高知県 高知市 ＴＳＵＴＡＹＡ　土佐道路店

高知県 高知市 ＴＳＵＴＡＹＡ　高須店

高知県 中村市 東京堂

福岡県 遠賀郡 ゆめタウン遠賀白石書店

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

福岡県 糟屋郡 フタバ図書ＴＥＲＡイオンモール福岡店

福岡県 大川市 福岡金文堂大川店

福岡県 大牟田市 ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　ゆめタウン大牟田店

福岡県 筑紫野市 積文館書店　筑紫野店

福岡県 八女市 明林堂書店　ゆめタウン八女店

福岡県 八女市 ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　八女店

福岡県 飯塚市 はたや楽器店

福岡県 福岡市 蔦屋書店　コマーシャルモール博多

福岡県 福岡市 ミュージックプラザインドウ

福岡県 福岡市 ヨシダ楽器　イオン福岡伊都店

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 北九州市 門司日畜商会

福岡県 北九州市 松田楽器店

福岡県 北九州市 矢野楽器店

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

佐賀県 唐津市 ＴＳＵＴＡＹＡ　唐津店

長崎県 佐世保市 川下本店

長崎県 西彼杵郡時津町 ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ時津店

長崎県 大村市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店

長崎県 長崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　深堀店

長崎県 長崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ畝刈店

長崎県 長崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ城山店

長崎県 長崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ浜町店

長崎県 長崎市 絃洋会

長崎県 島原市 ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店

熊本県 宇城市 蔦屋書店　小川町

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 菊池市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ菊池店

熊本県 玉名市 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　玉名店

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 荒尾市 明林堂書店　ゆめタウンあらお店

熊本県 人吉市 人吉ツルヤ楽器

熊本県 天草市 山西楽器店

熊本県 八代市 成電社

熊本県 八代市 福富商会

大分県 杵築市 吉松楽器店

大分県 佐伯市 明林堂書店　トキハ佐伯店

大分県 大分市 エトウ南海堂

大分県 日田市 コトブキレコード

大分県 別府市 明林堂書店　ゆめタウン別府店

宮崎県 延岡市 たつた商会

鹿児島県 鹿児島市 十字屋CROSS

鹿児島県 霧島市 宮田カンパニー

沖縄県 沖縄市 ＴＳＵＴＡＹＡ　美里店

全国EC 全国EC TSUTAYA オンライン


