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都道府県 店名 都道府県 店名

北海道 タワーレコード札幌ピヴォ店 茨城県 タワーレコード水戸オーパ店

タワーレコード苫小牧店 HMVイオンモール水戸内原

タワーレコードアリオ札幌店 アカデミアイーアスつくば店

HMV札幌ステラプレイス 東京都 タワーレコード渋谷店 

玉光堂パセオ店 タワーレコード新宿店 

玉光堂四丁目店 タワーレコード池袋店 

玉光堂イオンモール札幌発寒店 タワーレコード秋葉原店

玉光堂カテプリ新さっぽろ店 タワーレコード吉祥寺店

玉光堂イオン江別店 タワーレコード錦糸町パルコ店

玉光堂イオン千歳店 タワーレコードアリオ亀有店

玉光堂イオン岩見沢店 タワーレコード八王子店

玉光堂イオン帯広店 タワーレコード町田店

玉光堂帯広イトーヨーカドー店 タワーレコードリヴィン光が丘店

玉光堂小樽本店 タワーレコードららぽーと立川立飛店

玉光堂イオンモール旭川駅前店 TOWERminiダイバーシティ東京プラザ店

玉光堂イオン釧路店 HMV&BOOKS SHIBUYA

玉光堂イオンモール釧路昭和店 HMV＆BOOKS SPOT SHINJUKU

玉光堂イオン北見店 HMVエソラ池袋

玉光堂函館駅前ビル店 HMVららぽーと豊洲

CD PLAZA WAVE WOW店 HMV立川

CD PLAZA WAVE MEGAMAC店 HMVイオンモールむさし村山

コーチャンフォー旭川店 SHIBUYA TSUTAYA

コーチャンフォー新川通り店 ＴＳＵＴＡＹＡ 町田木曽店

コーチャンフォー美しが丘店 銀座山野楽器 本店

コーチャンフォーミュンヘン大橋 銀座山野楽器 調布パルコ店

コーチャンフォー北見店 銀座山野楽器 西武池袋店

コーチャンフォー釧路店 銀座山野楽器 イオンモール東久留米店

We's石狩緑苑台店 銀座山野楽器 成城コルティ店

We's室蘭店 銀座山野楽器 府中フォーリス店

We'sイオンモール旭川西店 新星堂アトレ吉祥寺店

青森県 タワーレコード下田店 コーチャンフォー若葉台店

HMVイオンモールつがる柏 神奈川県 タワーレコード横浜ビブレ店

秋田県 タワーレコード秋田オーパ店 タワーレコードグランツリー武蔵小杉店

HMVイオンモール秋田 タワーレコード川崎店 

岩手県 タワーレコード盛岡店 タワーレコードアリオ橋本店

ＴＳＵＴＡＹＡ 花巻店 タワーレコード西武東戸塚店

エムズエクスポ盛岡店 タワーレコード藤沢オーパ店

山形県 新星堂鶴岡店 HMV横浜ワールドポーターズ

宮城県 タワーレコード仙台パルコ店 HMVラゾーナ川崎

TOWERminiアリオ仙台泉店 HMVららぽーと横浜

HMV仙台E BeanS 銀座山野楽器 ミウィ橋本店

銀座山野楽器 仙台店 銀座山野楽器 新百合ヶ丘エルミロード店

新星堂ザ・モール仙台⾧町店 銀座山野楽器 相模大野ステーションスクエア店

福島県 タワーレコード郡山店 銀座山野楽器 たまプラーザテラス店

We's会津若松店 銀座山野楽器 辻堂店

群馬県 タワーレコード高崎オーパ店 銀座山野楽器 ラスカ平塚店

HMVイオンモール高崎 新星堂上大岡店

HMVイオンモール太田 新星堂横浜ジョイナス店

栃木県 HMVイトーヨーカドー宇都宮 新星堂トレッサ横浜店

ＴＳＵＴＡＹＡ 宇都宮テクノ店 くまざわ書店横須賀店

ＴＳＵＴＡＹＡ 栃木城内店 くまざわ書店久里浜店

ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ さくら店
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千葉県 タワーレコード津田沼店 岐阜県 タワーレコードモレラ岐阜店

タワーレコードアリオモール蘇我店 HMVイオンモール各務原

タワーレコードららぽーとTOKYO-BAY店 新星堂カラフルタウン岐阜店

タワーレコードセブンパーク アリオ柏店 メディアステーションＢＩＧ岐阜店

HMVイオンモール千葉ニュータウン ⾧野県 タワーレコード上田店

HMVららぽーと柏の葉 平安堂飯田店

HMVイオンモール成田 平安堂あづみ野店

HMVイオンモール八千代緑が丘 平安堂諏訪店

銀座山野楽器 そごう千葉店 平安堂若槻店

新星堂カルチェ５柏店 平安堂東和田店

新星堂船橋ヨーカドー店 平安堂伊那店

新星堂イオンモール木更津店 平安堂川中島店

埼玉県 タワーレコードイオンレイクタウン店 笠原書店 レイクウォーク店

タワーレコード浦和店 石川県 タワーレコード金沢フォーラス店

タワーレコードアリオ川口店 ＢＯＯＫＳなかだ イオンかほく店

タワーレコードアリオ鷲宮店 新潟県 タワーレコード新潟店

タワーレコードアリオ上尾店 We'sイオン⾧岡店

HMVイオンモール与野 We's新潟西店

HMVイオンモール浦和美園 富山県 HMVイオンモール高岡

HMVイオンモール川口前川 ＴＳＵＴＡＹＡ 砺波店

HMVイオンモール羽生 トオンミュージック ファボーレ店

HMV大宮アルシェ ＢＯＯＫＳなかだ 魚津店

HMVイオンモール春日部 福井県 勝木書店 SuperKaBoS新二の宮店

HMVららぽーと富士見 大阪府 タワーレコード梅田大阪マルビル店

銀座山野楽器 イオンモール北戸田店 タワーレコード梅田NU茶屋町店 

銀座山野楽器 イオンモール上尾店 タワーレコード難波店

銀座山野楽器 そごう大宮店 タワーレコード北花田店

銀座山野楽器 丸広川越店 タワーレコード高槻阪急店

新星堂新越谷駅ビル店 タワーレコードあべのHOOP店

新星堂アリオ深谷店 タワーレコードアリオ八尾店

ＴＳＵＴＡＹＡ 坂戸八幡店 TOWERminiくずはモール店

ＭＵＳＩＣＭＥＤＩＡ菖蒲店 TOWERminiもりのみやキューズモール店

山梨県 ミュージックショップＢＩＧ甲府昭和店 HMVグランフロント大阪

静岡県 タワーレコード静岡店 HMVららぽーと和泉

タワーレコードららぽーと磐田店 HMV&BOOKS SHINSAIBASHI

HMVイオンモール浜松市野 Joshin岸和田店ディスクピア

新星堂アピタ静岡店 銀座山野楽器 イオンモール鶴見緑地店

ＴＳＵＴＡＹＡ 静岡流通どおり店 新星堂京橋店

イケヤMARK IS 静岡店 新星堂天王寺ミオ店

イケヤプレ葉ウォーク浜北店 ＴＳＵＴＡＹＡ ＥＢＩＳＵＢＡＳＨＩ

イケヤイオンモール浜松志都呂店 TSUTAYAWAY 富田林店

大垣書店 イオンモール富士宮店 十字屋イオンモール茨木店

愛知県 タワーレコード名古屋パルコ店 十字屋上本町近鉄店

タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 ミュージックショップＢＩＧりんくう泉南店

タワーレコード東浦店 ミュージックショップＢＩＧ堺鉄砲町店

タワーレコード大高店 兵庫県 タワーレコード神戸店

HMV栄 タワーレコード明石店

HMVイオンモール扶桑 TOWERminiららぽーと甲子園店

HMVイオンモールナゴヤドーム前 HMV三宮オーパ

HMVイオンモール木曽川 HMV阪急西宮ガーデンズ

HMVイオンモール岡崎 HMVイオンモール伊丹

HMVイオンモール熱田 ミヤコイオンモール伊丹昆陽店

新星堂アピタ岡崎北店 ＴＳＵＴＡＹＡ 和田山店

新星堂mozoワンダーシティー店 大垣書店 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店

イケヤイオン小牧店

ミュージックショップＢＩＧ常滑店

三洋堂書店 豊川店

三洋堂書店 大田川店

We's緑店



「BTS, THE BEST」発売記念＜BTSラッキードローイベント＞実施店舗一覧（3/3)

都道府県 店名 都道府県 店名

京都府 タワーレコード京都店 島根県 ブックセンター コスモ 出雲店

HMV洛北阪急スクエア 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER

十字屋三条本店 山口県 ＴＳＵＴＡＹＡ 徳山店

十字屋イオンモール久御山店 福岡県 タワーレコード福岡パルコ店

十字屋[Basic.] タワーレコードアミュプラザ博多店

新星堂イオンモール高の原店 タワーレコード若松店

平和書店 TSUTAYA アル・プラザ城陽店 タワーレコード香椎浜店

大垣書店 イオンモール京都桂川店 タワーレコード久留米店

大垣書店 イオンモール京都店 HMV&BOOKS HAKATA

大垣書店 イオンモール京都五条店 HMVイオンモール福津

大垣書店 亀岡店 HMVイオンモール直方

滋賀県 十字屋草津A・SQUARE店 蔦屋書店 コマーシャルモール博多

HYPER BOOKS ⾧浜店 蔦屋書店 イオンモール筑紫野

HYPER BOOKS 彦根店 ＴＳＵＴＡＹＡ 積文館書店 ゆめタウン大牟田店

大垣書店 一里山店 フタバ図書ＴＥＲＡイオン福岡店

奈良県 タワーレコード橿原店 ミュージックプラザ インドウ

WAY書店 TSUTAYA御所店 ヨシダ楽器イオン福岡伊都店

ミュージックショップＢＩＧ大和郡山店 佐賀県 タワーレコード佐賀店

和歌山県 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店 ＴＳＵＴＡＹＡ 武雄店

TSUTAYAWAY橋本店 ⾧崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ 遊ＩＮＧ城山店

スーパーセンター ＷＡＹ南紀店 ＴＳＵＴＡＹＡ 遊ＩＮＧ浜町店

WAY書店 TSUTAYA岩出店 大分県 HMVパークプレイス大分

WAY書店 TSUTAYA田辺東山店 熊本県 新星堂ゆめタウン光の森店

WAY書店 TSUTAYA本社店 蔦屋書店 熊本三年坂

三重県 タワーレコード鈴鹿店 蔦屋書店 嘉島

WAY書店 TSUTAYA久居店 蔦屋書店 小川町

メディアステーションＢＩＧ東員店 ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶクラブ 玉名店

ミュージックショップＢＩＧ津南店 宮崎県 新星堂イオンモール宮崎店

コメリ書房 松阪店 ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 宮交シティ

徳島県 ＴＳＵＴＡＹＡ 北島店 蔦屋書店 宮崎高千穂通り

ミュージックショップＢＩＧ徳島店 We's都城店

香川県 タワーレコード高松丸亀町店 We's延岡店

愛媛県 ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＩＬＬ 三津店 鹿児島県 タワーレコードアミュプラザ鹿児島店

ミュージックショップＢＩＧ新居浜店 ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ 霧島

高知県 HMVイオンモール高知 ブックスミスミ オプシア

ＴＳＵＴＡＹＡ 南国店 ブックスミスミ 鹿屋店

岡山県 タワーレコードイオンモール倉敷店 十字屋クロス

タワーレコードアリオ倉敷店 We'sイオンモール鹿児島店

HMVイオンモール岡山 沖縄県 タワーレコード那覇店

広島県 タワーレコード広島店 HMV&BOOKS OKINAWA

エディオン広島本店CD/DVD売場 TSUTAYA 具志川店

フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店 TSUTAYA 宜野湾上原店

鳥取県 ブックセンター コスモ 吉方店 サウンドボックス ミツトモ

今井書店 吉成店サウンドスタジアム


