
■ポストカード 

配布店 
 

  

  

都道府県 店名 

全国 

オンラインショツプ ネオ・ウィング 

オンラインショツプ 新星堂 WonderGOOオンライン 

オンラインショツプ ぐるぐる王国 

北海道 

北海道 ＣＤ ＰＬＡＺＡ ＷＡＶＥ ＷＯＷ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 

北海道 スーパーブックス 桔梗店 

北海道 We'sイオンモール旭川西店 

北海道 玉光堂イオンモール旭川駅前店 

北海道 玉光堂イオンモール札幌発寒店 

北海道 玉光堂イオン千歳店 

北海道 玉光堂カテプリ新さっぽろ店 

北海道 玉光堂パセオ店 

北海道 玉光堂四丁目店 

北海道 玉光堂帯広イトーヨーカドー店 

北海道 吉崎レコード楽器店 

東北地方 

青森県 新星堂八戸ニュータウン店 

秋田県 スーパーブックス 八橋店 

岩手県 Ｍ’ｓ ＥＸＰＯ 盛岡店 

岩手県 バンダレコードイオンモール盛岡南店 



山形県 新星堂鶴岡店 

山形県 宮脇書店 ヨークタウン成沢店 

宮城県 新星堂ザ・モール仙台長町店 

宮城県 スクラム古川店 

宮城県 バンダレコードイオンモール新利府 北館店 

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富谷店 

宮城県 バンダレコードイオンモール名取店 

宮城県 バンダレコードイオン仙台中山店 

福島県 WonderGOOいわき鹿島店 

福島県 We's会津若松店 

福島県 バンダレコード福島西道路店  

関東地区 

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 新星堂国分寺駅ビル店 

東京都 新星堂ルミネ立川店 

東京都 新星堂アトレ吉祥寺店 

東京都 コーチャンフォー若葉台店 

東京都 バンダレコードイトーヨーカドー赤羽店 

東京都 バンダレコードイオン板橋店 

神奈川県 銀座山野楽器新百合ｹ丘エルミロード店 

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 銀座山野楽器ラスカ平塚店 

神奈川県 新星堂上大岡店 

神奈川県 新星堂横浜ジョイナス店 

神奈川県 久美堂 伊勢原店 

神奈川県 新星堂海老名店 

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 

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 銀座山野楽器イオンモール上尾店 

埼玉県 銀座山野楽器丸広川越店 

埼玉県 新星堂アリオ深谷店 

埼玉県 紀伊國屋書店さいたま新都心店 

埼玉県 ＭＵＳＩＣ ＭＥＤＩＡ 菖蒲店 

埼玉県 新星堂草加駅マルイ店 

埼玉県 新星堂新越谷駅ビル店 

埼玉県 バンダレコード本川越ぺぺ店 

千葉県 銀座山野楽器そごう千葉店 

千葉県 新星堂カルチェ５柏店 

千葉県 紀伊國屋書店流山おおたかの森店 

千葉県 博文堂書店 君津店 

千葉県 新星堂ニッケコルトンプラザ店 

千葉県 新星堂四街道ヨーカドー店 

群馬県 紀伊國屋書店前橋店 

群馬県 文真堂書店 新井店 

群馬県 文真堂書店 大間々店 

群馬県 文真堂書店 上原店 

栃木県 WonderGOO足利店 

栃木県 WonderGOO大田原店 

茨城県 WonderGOO守谷店 

茨城県 WonderGOOひたち野うしく店 

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 

山梨県 Ｍｕｓｉｃ Ｓｈｏｐ ＢＩＧ 甲府昭和店 

山梨県 玉光堂セレオ甲府店 

信越・北陸地区 

新潟県 紀伊國屋書店新潟店 

新潟県 サウンドエース 

新潟県 We'sイオン長岡店 

新潟県 We's新潟西店 

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 平安堂あづみ野店 

長野県 平安堂伊那店 

長野県 ライオン堂 

富山県 トオンミュージック 魚津店 

富山県 トオンミュージック ファボーレ店 

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ 大沢野店 

富山県 Joshin富山本店ディスクピア 

石川県 ＢＯＯＫＳなかだ イオンかほく店 

石川県 新星堂アピタ松任店 

中部・東海地区 

静岡県 大垣書店 イオンモール富士宮店 

静岡県 イケヤ MARK IS 静岡店 

静岡県 イケヤプレ葉ウォーク浜北店 

静岡県 イケヤイオンモール浜松志都呂店 

静岡県 イケヤ MARK IS 静岡店 

静岡県 イケヤプレ葉ウォーク浜北店 

静岡県 イケヤイオンモール浜松志都呂店 

愛知県 新星堂アスナル金山店 

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 本の王国安城店 

愛知県 新星堂 mozoワンダーシティ店 

愛知県 We's緑店 

愛知県 イケヤイオン小牧店 

三重県 コメリ書房 松阪店 

近畿地区 

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 彦根店 

滋賀県 JEUGIA 草津 A・SQUARE店 



京都府 Joshin京都１ばん館ディスクピア 

京都府 大垣書店 イオンモール京都店 

京都府 大垣書店 イオンモール京都桂川店 

大阪府 銀座山野楽器イオンモール鶴見緑地店 

大阪府 新星堂天王寺ミオ店 

大阪府 新星堂イオンモール四條畷店 

大阪府 紀伊國屋書店梅田本店ＤＶＤ 

大阪府 紀伊國屋書店アリオ鳳店 

大阪府 Joshin岸和田店ディスクピア 

大阪府 大垣書店 豊中緑丘店 

大阪府 JEUGIA イオンモール茨木店 

大阪府 Joshin 日本橋店ディスクピア 

兵庫県 サウンドエリアセンティ 

和歌山県 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店 

奈良県 Ｍｕｓｉｃ Ｓｈｏｐ ＢＩＧ 大和郡山店 

奈良県 Joshin郡山店ディスクピア 

奈良県 玉光堂イオンモール奈良登美ヶ丘店 

中国・四国地区 

岡山県 エディオン広島本店 CD/DVD売場 

広島県 エディオン倉敷本店 CD/DVD売場 

広島県 啓文社イオン三原店 

広島県 ブックセンターコスモ吉方店 

広島県 紀伊國屋書店ゆめタウン廿日市店 

鳥取県 今井書店 吉成店サウンドスタジアム 

島根県 今井書店グループセンター店 STUDIO WONDER 

山口県 紀伊國屋書店ゆめタウン下松店 

山口県 新星堂下関店 

香川県 紀伊國屋書店丸亀店 

愛媛県 明屋書店川之江店 

愛媛県 デュークショップ松山店 

徳島県 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店 

九州地区 



福岡県 新星堂小倉セントシティ店 

福岡県 紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店 

福岡県 福岡金文堂大川店 

熊本県 新星堂ゆめタウン光の森店 

熊本県 ＢＯＯＫＳあんとく荒尾店 

佐賀県 紀伊國屋書店 佐賀店 

佐賀県 赤い熊さん 

大分県 明林堂書店 ゆめタウン別府店 

宮崎県 We's延岡店 

鹿児島県 ブックスミスミ オプシア 

鹿児島県 We'sイオンモール鹿児島店 

沖縄県 サウンドボックス ミツトモ 

 


