
■ポストカード配布店

都道府県 店名

全国 新星堂 全店
オンラインショツプ ネオ・ウイング
オンラインショツプ ぐるぐる王国
オンラインショツプ UNIVERSAL MUSIC STORE

北海道 ワンダーグー苫小牧店
北海道 紀伊國屋書店 札幌本店
北海道 文教堂札幌ルーシー店
北海道 文教堂西野３条店
北海道 文教堂湯ノ川店
北海道 文教堂テーオー函館店
北海道 フナヤマ本店
北海道 コーチャンフォー美しが丘店 
北海道 コーチャンフォー釧路店 
北海道 コーチャンフォーミュンヘン大橋店 
北海道 コーチャンフォー新川通り店 
北海道 コーチャンフォー旭川店 
北海道 コーチャンフォー北見店 

青森県 ワンダーグー十和田店
岩手県 ワンダーグー奥州水沢店
岩手県 エムズエクスポ盛岡店
岩手県 エムズレコード桜台店
宮城県 銀座山野楽器　仙台店
福島県 ワンダーグー小名浜店
福島県 ワンダーグーいわき鹿島店

東京都 銀座山野楽器　本店
東京都 銀座山野楽器　西武池袋店
東京都 銀座山野楽器　小田急新宿店
東京都 銀座山野楽器　成城コルティ店
東京都 銀座山野楽器　府中フォーリス店
東京都 銀座山野楽器　イオンモール東久留米店
東京都 銀座山野楽器　調布パルコ店
東京都 銀座山野楽器　セレオ八王子店
東京都 紀伊國屋書店 新宿本店
東京都 文教堂浜松町店
東京都 文教堂河辺とうきゅう店
東京都 ビックカメラ有楽町店
東京都 コーチャンフォー若葉台店 
神奈川県 エディオン青葉台東急スクエア店 CDソフト売場
神奈川県 銀座山野楽器　そごう横浜店
神奈川県 銀座山野楽器　ラスカ平塚店
神奈川県 銀座山野楽器　ミウィ橋本店
神奈川県 銀座山野楽器　新百合ヶ丘エルミロード店
神奈川県 銀座山野楽器　相模大野ステーションスクエア店
神奈川県 銀座山野楽器　本厚木ミロード店
神奈川県 銀座山野楽器　たまプラーザテラス店
神奈川県 銀座山野楽器　辻堂店
神奈川県 文教堂Ｒ４１２店
神奈川県 文教堂溝ノ口駅前

全国

東北地区

関東地区

北海道



神奈川県 ビックカメラ新横浜店
埼玉県 ワンダーグー三郷店
埼玉県 ワンダーグー加須店
埼玉県 ワンダーグー本庄店
埼玉県 銀座山野楽器　丸広上尾店
埼玉県 銀座山野楽器　そごう川口店
埼玉県 銀座山野楽器　イオンモール北戸田店
埼玉県 銀座山野楽器　そごう大宮店
埼玉県 銀座山野楽器　ワルツ所沢店
埼玉県 銀座山野楽器　丸広川越店
埼玉県 紀伊國屋書店 さいたま新都心店
埼玉県 文教堂本庄店
埼玉県 文教堂まるひろ南浦和店
埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ川越店
千葉県 ワンダーグー東金店
千葉県 ワンダーグー茂原店
千葉県 ワンダーグー鎌ヶ谷店
千葉県 ワンダーグー旭店
千葉県 ワンダーグー千葉ニュータウン店
千葉県 ワンダーグー八街店
千葉県 ワンダーグー富里店
千葉県 ワンダーグー成東店
千葉県 銀座山野楽器　そごう千葉店
千葉県 紀伊國屋書店 流山おおたかの森店
千葉県 文教堂行徳店
千葉県 文教堂ユーカリが丘店
茨城県 ワンダーグーひたちなか店
茨城県 ワンダーグー友部店
茨城県 ワンダーグー東海店
茨城県 ワンダーグー鹿島店
茨城県 ワンダーグー石岡店
茨城県 ワンダーグー那珂店
茨城県 ワンダーグー大穂店
茨城県 ワンダーグー波崎店
茨城県 ワンダーグー高萩店
茨城県 ワンダーグー水戸笠原店
茨城県 ワンダーグーひたち野うしく店
茨城県 ワンダーグー古河店
茨城県 ワンダーグー竜ヶ崎店
茨城県 ワンダーグー守谷店
茨城県 ワンダーグー千代田店
茨城県 ワンダーグー鉾田店
茨城県 ワンダーグー日立中央店
茨城県 ワンダーグー常陸大宮店
茨城県 ワンダーグー下館店
茨城県 ワンダーグー江戸崎店
茨城県 ワンダーグー東店
茨城県 ワンダーグー境FiSS店
茨城県 ワンダーグー北茨城店
茨城県 ワンダーグーつくば店
茨城県 ワンダーグー水戸南店
茨城県 ワンダーグー日立田尻店
栃木県 ワンダーグー真岡店
栃木県 ワンダーグー足利店
栃木県 ワンダーグー鹿沼店
栃木県 ワンダーグー小山店
栃木県 ワンダーグー大田原店
栃木県 ワンダーグー下野店
群馬県 ワンダーグー富岡店



群馬県 ワンダーグー館林店
群馬県 ワンダーグー藤岡店
群馬県 紀伊國屋書店 前橋店

新潟県 紀伊國屋書店 新潟店
新潟県 Joshin長岡愛宕店
福井県 松木屋エルパ店
福井県 紀伊國屋書店 福井店
富山県 100満ボルト　WAO携帯＆ソフト館富山店 CDソフト売場
富山県 紀伊國屋書店 富山店
富山県 Joshin富山本店
富山県 Joshin立山店
長野県 平安堂長野店
長野県 平安堂東和田店
長野県 平安堂川中島店
長野県 平安堂更埴店
長野県 平安堂若槻店
長野県 平安堂諏訪店
長野県 平安堂座光寺店
長野県 平安堂飯田店
長野県 平安堂上田しおだ野店
長野県 平安堂塩尻店
長野県 平安堂あづみ野店
長野県 平安堂伊那店
長野県 ヴィレッジヴァンガード松本パルコ

静岡県 イケヤ沼津イシバシプラザ店
静岡県 イケヤイオンモール浜松志都呂店
静岡県 イケヤ文楽館高林店
静岡県 イケヤプレ葉ウォーク浜北店
静岡県 イケヤMARK IS静岡店
愛知県 音楽堂サカエチカ店
愛知県 イケヤイオン小牧店
愛知県 名豊ミュージックショップ豊橋店
愛知県 紀伊國屋書店 名古屋空港店
愛知県 本の王国刈谷店
愛知県 本の王国豊田吉原店
愛知県 本の王国安城店
三重県 TSUTAYA WAY 久居店
三重県 本の王国文化センター前店

京都府 JEUGIA三条本店
京都府 JEUGIAイオンモール久御山店
京都府 JEUGIA[Basic.]
京都府 音楽館清水屋
京都府 Joshin京都店
滋賀県 JEUGIA草津A・SQUARE店
滋賀県 Joshin草津店
大阪府 ミヤコ　アリオ鳳店
大阪府 ミヤコ　イオンモール大日店
大阪府 上新電機ディスクピア日本橋店
大阪府 エディオン中環東大阪店 CDソフト売場
大阪府 エディオン豊中店 CDソフト売場

信越・北陸地区

中部・東海地区

近畿地区



大阪府 JEUGIA上本町近鉄店
大阪府 JEUGIAイオンモール茨木店
大阪府 銀座山野楽器　リノアス八尾店
大阪府 銀座山野楽器　イオンモール鶴見緑地店
大阪府 紀伊國屋書店 梅田本店
大阪府 紀伊國屋書店 グランフロント大阪店
大阪府 Joshin岸和田店
大阪府 WAY書店 TSUTAYA 富田林店
兵庫県 ミヤコ　イオンモール伊丹昆陽店
兵庫県 ミヤコ　モザイクボックス川西店
兵庫県 大蓄　西神店
兵庫県 サウンドエリア　センティ
兵庫県 エディオンJR尼崎駅店 CDソフト売場
兵庫県 エディオン太子店 CDソフト売場
兵庫県 エディオン垂水店 CDソフト売場
兵庫県 紀伊國屋書店 加古川店
兵庫県 ＡＬＡＮＮ新三木店
兵庫県 TSUTAYA WAY 福崎店
兵庫県 WAY書店 TSUTAYA 西明石店
兵庫県 ＣＤシティオ
奈良県 Joshin郡山店
奈良県 Joshin奈良店
奈良県 WAY書店 TSUTAYA奈良押熊店
奈良県 WAY書店 TSUTAYA天理店
和歌山県 HITSイシイ
和歌山県 TSUTAYA WAY 有田川店
和歌山県 WAY書店 TSUTAYA オークワ本社店
和歌山県 WAY書店 TSUTAYA美浜店
和歌山県 TSUTAYA WAY オーシティ前 田辺店
和歌山県 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店
和歌山県 スーパーセンターWAY 南紀店
和歌山県 TSUTAYA WAY 和歌山高松店
和歌山県 WAY書店 パビリオンシティ田辺店
和歌山県 TSUTAYA WAY 橋本店
和歌山県 TSUTAYA WAY 海南店

岡山県 エディオン倉敷本店 CDソフト売場
岡山県 エディオン津山本店 CDソフト売場
広島県 エディオン広島本店 CDソフト売場
広島県 エディオン福山本店 CDソフト売場
広島県 エディオン五日市店 CDソフト売場
広島県 エディオン東広島本店 CDソフト売場
広島県 啓文社イオン三原店
山口県 エディオン岩国店 CDソフト売場
鳥取県 エディオン米子店 CDソフト売場

徳島県 紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店
徳島県 紀伊國屋書店 徳島店
香川県 デュークショップ高松店
香川県 紀伊國屋書店 丸亀店
愛媛県 デュークショップ松山店
愛媛県 エディオン松山本店 CDソフト売場
高知県 デュークショップ高知店

四国地区

九州地区

中国地区



福岡県 ヨシダ楽器イオン福岡伊都店
福岡県 紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店
福岡県 Ａ’ＢＯＯＫイオン穂波店
福岡県 ＢＯＯＫＳあんとく三潴店
熊本県 紀伊國屋書店 熊本はません店
熊本県 ＢＯＯＫＳあんとく荒尾店
佐賀県 紀伊國屋書店 佐賀店
大分県 紀伊國屋書店 大分店
鹿児島県 紀伊國屋書店 鹿児島店
沖縄県 サウンドボックス ミツトモ


