
■オリジナル特典ポスター(A2サイズ) 配布店

都道府県 店名

北海道 中尾書店
北海道 スーパーブックス　桔梗店
北海道 ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＷＯＷ店
北海道 ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＭＥＧＡ ＭＡＣ店
北海道 玉光堂イオンモール旭川駅前店
北海道 玉光堂イオン岩見沢店
北海道 玉光堂イオン北見店
北海道 玉光堂パセオ店

青森県 フォーユー　八食店
岩手県 東山堂　北上店
岩手県 宮脇書店　久慈店
岩手県 アメリカンウェーブ　北上店
岩手県 リコルズ
岩手県 バンダレコード　イオンモール盛岡南店
秋田県 スーパーブックス　八橋店
秋田県 宮脇書店　五城目店
秋田県 宮脇書店　イオン秋田中央店
山形県 宮脇書店　ヨークタウン成沢店
山形県 こまつ書店　寿町本店
山形県 こまつ書店　桜田店
山形県 こまつ書店　堀川町店
山形県 こまつ書店　鈴川店
山形県 こまつ書店　西田店
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利府店
宮城県 新星堂　ザ・モール仙台長町店
福島県 岩瀬書店　富久山店
福島県 岩瀬書店　八木田店

東京都 くまざわ書店　ＩＹ大森店
東京都 スーパーブックス　竹ノ塚駅前店
東京都 買取販売市場ムーランアキバ
東京都 バンダレコード イオン板橋店
東京都 新星堂　国分寺駅ビル店
神奈川県 くまざわ書店　久里浜店
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 バンダレコードららぽーと海老名店
神奈川県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　金沢八景店
神奈川県 Ｍ．Ｓ．ＢＩＧ座間店
神奈川県 久美堂　愛川店
神奈川県 久美堂　伊勢原店
埼玉県 ＭＵＳＩＣ　ＭＥＤＩＡ　菖蒲店
埼玉県 文真堂書店　幸手店
埼玉県 文真堂書店　北越谷店
埼玉県 文真堂書店　秩父黒谷店
埼玉県 バンダレコード　本川越ペペ店
千葉県 ＭＥＤＩＡ　木更津店
千葉県 スーパーブックス　新柏店
千葉県 オークスブックセンター南柏店プラスゲオ
千葉県 博文堂書店　君津店

東北地区

関東地区

北海道



千葉県 ブックマルシェ　我孫子店
千葉県 ときわ書房　本八幡スクエア店
千葉県 Ｕ‐Ｄｉｏ
千葉県 ムジカ・ダ・カーポ　八千代台店
千葉県 Ｍ．Ｓ．ＢＩＧ船橋店
千葉県 新星堂　カルチェ５柏店
千葉県 三洋堂書店　岬店
茨城県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店
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 三洋堂書店　石岡店
群馬県 文真堂書店　新井店
群馬県 文真堂書店　上原店
群馬県 文真堂書店　大間々店
群馬県 文真堂書店　原町店
群馬県 TIME CLIP　渋川中央店
群馬県 文真堂書店　倉賀野店
群馬県 文真堂書店　阿左美店
群馬県 文真堂書店　小出店
群馬県 文真堂書店　上中居店
群馬県 文真堂書店　相生店
群馬県 文真堂書店　大泉店
栃木県 くまざわ書店宇都宮店ＣＤショップ
栃木県 文真堂書店　佐野店
栃木県 文真堂書店　足利助戸店
栃木県 スーパーブックス　今市店
山梨県 メディアランドカトー本店
山梨県 ブックスＫＡＴＯＨ都留店
山梨県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　甲府店

長野県 笠原書店　レイクウォーク店
長野県 三洋堂書店　駒ヶ根店
新潟県 サウンドエース
富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店
富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　魚津店
富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　大沢野店
富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　婦中店
富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　北の森店
石川県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ津幡店
石川県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　御経塚店
石川県 勝木書店ＫａＢｏＳ大桑店
石川県 きくざわ書店アルプラザ鹿島店
石川県 北国書林Ｖサウンド　アルプラザ金沢店
石川県 北国書林Ｖサウンド松任店
石川県 北国書林Ｖサウンド辰口店
石川県 ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店
福井県 平和書店アル・プラザ敦賀店
福井県 平和書店　アル・プラザ鯖江店
福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ新二の宮店
福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ鯖江店
福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ大和田店
福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ敦賀店
福井県 勝木書店ＫａＢｏＳベル店
福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳワッセ店
福井県 三洋堂書店　小浜店

信越・北陸地区



静岡県 大垣書店　イオンモール富士宮店
静岡県 イケヤ文楽館　高丘店
静岡県 イケヤ文楽館　湖西店
静岡県 イケヤ文楽館　磐田東店
愛知県 あおい書店　豊川店
愛知県 本のメグリア三好店
愛知県 豊川堂　プリオ豊川店
愛知県 ＤＩＳＣ　ＷＡＶＥ江南店
愛知県 宮脇書店　刈谷店
愛知県 ミュージックショップ　リバー
愛知県 フタバ図書ＴＥＲＡワンダーシティ店
愛知県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　常滑店
愛知県 三洋堂書店　新開橋店
愛知県 三洋堂書店　鳥居松店
愛知県 三洋堂書店　半田店
愛知県 三洋堂書店　清洲店
愛知県 三洋堂書店　大田川店
愛知県 三洋堂書店　乙川店
愛知県 三洋堂書店　西尾店
愛知県 三洋堂書店　中野橋店
愛知県 三洋堂書店　豊川店
愛知県 三洋堂書店　城山店
愛知県 三洋堂書店　当知店
愛知県 三洋堂書店　香久山店
岐阜県 こみかるはうす可児店
岐阜県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡノースウエスト店
岐阜県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　岐阜店
岐阜県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大垣南店
岐阜県 三洋堂書店　土岐店
岐阜県 三洋堂書店　大野店
岐阜県 三洋堂書店　こくふ店
岐阜県 三洋堂書店　穂積店
岐阜県 三洋堂書店　高富店
岐阜県 三洋堂書店　新関店
岐阜県 三洋堂書店　高山バロー店
岐阜県 三洋堂書店　多治見南店
岐阜県 三洋堂書店　大和店
岐阜県 三洋堂書店　新恵那店
岐阜県 三洋堂書店　新大垣店
岐阜県 三洋堂書店　各務原店
岐阜県 三洋堂書店　垂井店
岐阜県 三洋堂書店　高山店
岐阜県 三洋堂書店　せき東店
岐阜県 三洋堂書店　みのかも店
岐阜県 三洋堂書店　瑞浪中央店
岐阜県 三洋堂書店　下恵土店
岐阜県 三洋堂書店　中つ川店
岐阜県 三洋堂書店  ルビットタウン中津川店
三重県 ＭＥＤＩＡ　松阪店
三重県 コメリ書房　松阪店
三重県 宮脇書店　四日市本店
三重県 ハーミットクラブ　イオン津店
三重県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ  津南店
三重県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　東員店
三重県 三洋堂書店　星川店
三重県 三洋堂書店　北勢店

中部・東海地区



三重県 三洋堂書店　桑名店
三重県 三洋堂書店　白塚店
三重県 三洋堂書店　名張店
三重県 三洋堂書店　生桑店
三重県 三洋堂書店　富田店

滋賀県 大垣書店　一里山店
滋賀県 ハイパーブックス　彦根店
滋賀県 ハイパーブックス　長浜店
滋賀県 ハイパーブックス　かがやき通り店
滋賀県 ハイパーブックス　八日市店
滋賀県 ハイパーブックス　駒井沢店
滋賀県 サンミュージック　近江八幡店
滋賀県 サンミュージック　長浜店
滋賀県 サンミュージック　守山店
滋賀県 ハイパーブックス　大津京店
滋賀県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ能登川店
滋賀県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ　堅田店
滋賀県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡあどがわ店
滋賀県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ大津南郷店
滋賀県 平和書店アル・プラザ栗東店
滋賀県 平和書店　坂本店
滋賀県 平和書店　彦根店
滋賀県 平和書店アル・プラザ水口店
滋賀県 三洋堂書店　近江八幡店
滋賀県 三洋堂書店　八日市店
滋賀県 三洋堂書店　高月店
滋賀県 三洋堂書店　豊さと店
京都府 くまざわ書店　桃山店
京都府 大垣書店　イオンモール京都桂川店
京都府 大垣書店　二条駅店
京都府 大垣書店　イオンモール京都店
京都府 大垣書店　京都ファミリー店
京都府 大垣書店ビブレ店
京都府 大垣書店　亀岡店
京都府 大垣書店　イオンモール京都五条店
京都府 大垣書店　高島屋店
京都府 大垣書店　醍醐店
京都府 さとうバザールタウン舞鶴 
京都府 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店
京都府 平和書店アル・プラザ宇治東店
京都府 平和書店アル・プラザ京田辺店
京都府 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　高の原店
大阪府 天牛堺書店　堺東高島屋店
大阪府 宮脇書店　泉佐野店
大阪府 大垣書店　豊中緑丘店
大阪府 サウンド　デューク
大阪府 キャップ書店河内長野店
大阪府 平和書店　アル・プラザ茨木店
大阪府 平和書店アル・プラザ香里園店
大阪府 平和書店アル・プラザ枚方店
大阪府 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　りんくう泉南店
大阪府 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　堺鉄砲町店
奈良県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大和郡山店
奈良県 三洋堂書店　大安寺店
奈良県 三洋堂書店　榛原店
奈良県 三洋堂書店　平群店

近畿地区



奈良県 三洋堂書店　香芝店
奈良県 三洋堂書店　橿原神宮店
兵庫県 宮脇書店　イオン洲本店
兵庫県 大垣書店　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店
兵庫県 ブックスユートピア野間店
兵庫県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　三田店
兵庫県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　加古川店
和歌山県 くまざわ書店　和歌山ＭＩＯ店
和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ岩出店

岡山県 宮脇書店　連島店
岡山県 宮脇書店　Books Freeway新見店
岡山県 宮脇書店　岡山本店
岡山県 ブックセンターコスモ津山店
岡山県 フタバ図書ＭＥＧＡ岡山青江店
広島県 ブックセンタージャスト　庄原店
広島県 フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店
広島県 フタバ図書ＭＥＧＡ祇園中筋店
広島県 フタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店
広島県 フタバ図書Λｌｔｉアルパーク店
広島県 フタバ図書Λｌｔｉ福山本店
広島県 フタバ図書ＧＩＧＡ呉駅レクレ店
広島県 フタバ図書海田店
広島県 フタバ図書広大前店
広島県 フタバ図書ＧＩＧＡ五日市店
広島県 フタバ図書ＧＩＧＡ上安店
広島県 フタバ図書ＧＩＧＡ祗園店
広島県 フタバ図書三次店
広島県 フタバ図書広店
広島県 フタバ図書可部センター店
広島県 フタバ図書ＧＩＧＡ宇品店
広島県 フタバ図書 ジ アウトレット広島店
広島県 フタバ図書八本松店
広島県 フタバ図書ＧＩＧＡ高陽店
広島県 フタバ図書ラフォーレ店
広島県 フタバ図書大竹店
鳥取県 宮脇書店　鳥取北店
鳥取県 今井書店　吉成店サウンドスタジアム
鳥取県 本の学校メディア館
鳥取県 STUDIO WONDERイオンモール日吉津店
鳥取県 今井書店　湖山メディア館
鳥取県 ブックセンターコスモ吉方店
島根県 ブックセンタージャスト　大田店
島根県 ブックセンタージャスト　浜田店
島根県 ブックセンタージャスト　高津店
島根県 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER
島根県 STUDIO WONDER　ゆめタウン出雲店
島根県 STUDIO WONDERイオン松江店
島根県 今井書店　木次マルシェリーズ店
島根県 ブックセンターコスモ出雲店
島根県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　出雲店
山口県 宮脇書店　ゆめシティ店
山口県 明屋書店ＭＥＧＡ新下関店
山口県 明屋書店小郡店
山口県 明屋書店厚狭店
山口県 明屋書店長門店
山口県 明屋書店光店

中国地区



山口県 明屋書店ＭＥＧＡ大内店
山口県 明屋書店下関長府店
山口県 明屋書店下松店
山口県 明屋書店東岐波店
山口県 明屋書店南岩国店
山口県 明屋書店萩店
山口県 明屋書店緑町店
山口県 明林堂書店　ゆめタウン下松店
山口県 フタバ図書ＧＩＧＡフレスタモール岩国店
山口県 フタバ図書ＧＩＧＡ防府店

徳島県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　徳島店
徳島県 平惣レコード　徳島店
徳島県 平惣　阿南センター店
徳島県 平惣　川内店
愛媛県 宮脇書店　宇和島店
愛媛県 明屋書店川之江店
愛媛県 明屋書店ＭＥＧＡ平田店
愛媛県 明屋書店石井店
愛媛県 明屋書店大洲店
愛媛県 明屋書店今治本店
愛媛県 明屋書店ＭＥＧＡ西の土居店
愛媛県 明屋書店喜田村店
愛媛県 明屋書店今治別宮店
愛媛県 明屋書店西条本店
愛媛県 明屋書店空港通り店
愛媛県 明屋書店広見店
愛媛県 明屋書店松前店
愛媛県 明屋書店新居浜松木店
愛媛県 明屋書店川東店
愛媛県 明屋書店中央通店
愛媛県 明屋書店南宇和店
愛媛県 明屋書店平井店
愛媛県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　新居浜店
香川県 宮脇書店　三豊店
香川県 宮脇書店　新多度津店
香川県 宮脇書店　志度店　
香川県 宮脇書店　綾南店
香川県 宮脇書店　イオン高松店

福岡県 宮脇書店黒木室見店
福岡県 福岡金文堂大川店
福岡県 宮脇書店黒木歯科大前店
福岡県 明屋書店小倉沼新町店
福岡県 明屋書店池尻店
福岡県 明屋書店伊加利店
福岡県 明屋書店行橋行事店
福岡県 明屋書店宗像店
福岡県 明屋書店小倉曽根店
福岡県 明林堂書店　ゆめマートうきは店
福岡県 フタバ図書ＴＥＲＡイオンモール福岡東店
福岡県 フタバ図書ＧＩＧＡ福岡春日店
福岡県 フタバ図書ＧＩＧＡ今宿店
福岡県 フタバ図書ＧＩＧＡ福大前店
福岡県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　八幡東店
熊本県 明屋書店サンロードシティ熊本店
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熊本県 明林堂書店　長嶺店
熊本県 明林堂書店　サンピアン店
熊本県 ブックスミスミ　人吉店
佐賀県 明林堂書店　ゆめタウン武雄店
長崎県 メトロ書店本店
大分県 明屋書店臼杵野田店
大分県 明屋書店高城店
大分県 明屋書店コスモタウン佐伯店
大分県 明屋書店宇佐店
大分県 明屋書店賀来店
大分県 明屋書店豊後高田店
大分県 明屋書店日田店
大分県 明林堂書店　ゆめタウン別府店
大分県 明林堂書店　大分本店
大分県 明林堂書店　ゆめタウン中津店
大分県 明林堂書店　日出店
宮崎県 明林堂書店　小林店
宮崎県 明林堂書店　イオンタウン日向店
宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　都城店
宮崎県 ブックスミスミ  日向店
鹿児島県 クッキー明屋書店隼人店
鹿児島県 ブックスミスミ　オプシア
鹿児島県 ブックスミスミ　鹿屋店
鹿児島県 ブックスミスミ加治木バイパス店
鹿児島県 ブックスミスミ　七ツ島店
沖縄県 宮脇書店　イオン南風原店


