
フリーペーパー「ボクチン」配布店HP店名掲載 

北海道地区 

タワーレコード札幌ピヴォ店 

タワーレコードｱﾘｵ札幌店 

タワーレコード苫小牧店 

HMV 札幌ステラプレイス 

函館 蔦屋書店 

（北海道 旭川市)We’s イオンモール旭川西店 

  

（北海道 室蘭市)We’s 室蘭店  

（北海道 石狩市)We’s 石狩緑苑台店  

コーチャンフォー美しが丘店 

コーチャンフォー釧路店 

コーチャンフォーミュンヘン大橋店 

コーチャンフォー新川通り店 

コーチャンフォー旭川店 

コーチャンフォー北見店 

紀伊國屋書店札幌本店 

リラィアブルブックス根室店 

 

東北地区 

青森 

タワーレコード下田店 

HMV イオンモールつがる柏 

ＴＳＵＴＡＹＡ 青森中央店 

 

秋田 

タワーレコード秋田ｵｰﾊﾟ店 

HMV イオンモール秋田 

 

岩手 

タワーレコード盛岡店 

ＭＯＲＩＯＫＡ ＴＳＵＴＡＹＡ 

エムズエクスポ 盛岡店 

 

宮城 

タワーレコード仙台パルコ店 

タワーレコードﾀﾜｰﾐﾆ ｱﾘｵ仙台泉店 

HMV 仙台 E BeanS 

銀座山野楽器 仙台店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 仙台南店 

 



山形 

丸井八文字屋 

 

福島 

タワーレコード郡山店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 桑野店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 上荒川店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 福島南店 

 

甲信越・北陸地区 

山梨 

ＴＳＵＴＡＹＡ 甲府バイパス店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 甲府昭和店 

 

新潟 

タワーレコード新潟店 

蔦屋書店 長岡古正寺店 

紀伊國屋書店新潟店 

 

長野 

タワーレコード上田店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 北松本店 

蔦屋書店 佐久小諸店 

 

富山 

HMV イオンモール高岡 

ＢＯＯＫＳなかだ 魚津店 

ＢＯＯＫＳなかだ 大沢野店 

トオンミュージック ファボーレ店 

紀伊國屋書店富山店 

 

石川 

タワーレコード金沢フォーラス店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 金沢店 

ＢＯＯＫＳなかだ イオンかほく店 

 

福井 

勝木書店Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳ新二の宮店 

紀伊國屋書店福井店 

 

関東地区 

東京 



タワーレコード渋谷店 

タワーレコード新宿店 

タワーレコード池袋店 

タワーレコード秋葉原店 

タワーレコード町田店 

タワーレコード八王子店 

タワーレコード吉祥寺店 

タワーレコードｱﾘｵ亀有店 

タワーレコードﾀﾜｰﾐﾆ 汐留店 

タワーレコードﾀﾜｰﾐﾆ ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ東京 ﾌﾟﾗｻﾞ店 

タワーレコードﾘｳﾞｨﾝ光が丘店 

タワーレコードららぽｰと立川立飛店 

タワーレコード錦糸町ﾊﾟﾙｺ店 

HMV&BOOKS SHIBUYA 

HMV＆BOOKS SPOT SHINJUKU 

HMV エソラ池袋 

HMV&BOOKS HIBIYA COTTAGE 

HMV ららぽーと豊洲 

HMV 立川 

HMV イオンモールむさし村山 

銀座山野楽器 本店 4F 

ＳＨＩＢＵＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ 

コーチャンフォー若葉台店 

 

神奈川 

タワーレコード横浜ビブレ店 

タワーレコード川崎店 

タワーレコードｱﾘｵ橋本店 

タワーレコード西武東戸塚店 

タワーレコードｸﾞﾗﾝﾂﾘｰ武蔵小杉店 

タワーレコード藤沢ｵｰﾊﾟ店 

HMV 横浜ワールドポーターズ 

HMV ラゾーナ川崎 

HMV ららぽーと横浜 

銀座山野楽器 ミウィ橋本店 

銀座山野楽器 たまプラーザテラス店 

 

埼玉 

タワーレコード浦和店 

タワーレコードｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝ店 

タワーレコードｱﾘｵ川口店 

タワーレコードｱﾘｵ鷲宮店 



タワーレコードｱﾘｵ上尾店 

HMV イオンモール与野 

HMV イオンモール浦和美園 

HMV イオンモール川口前川 

HMV イオンモール羽生 

HMV 大宮アルシェ 

HMV イオンモール春日部 

HMV ららぽーと富士見 

銀座山野楽器 丸広上尾店 

銀座山野楽器 丸広入間店 

紀伊國屋書店さいたま新都心店 

 

千葉 

タワーレコード津田沼店 

タワーレコードｱﾘｵﾓｰﾙ蘇我店 

タワーレコードららぽｰと TOKYO-BAY 店 

タワーレコードｾﾌﾞﾝﾊﾟｰｸｱﾘｵ柏店 

HMV イオンモール千葉ニュータウン 

HMV ららぽーと柏の葉 

HMV イオンモール成田 

HMV イオンモール八千代緑が丘 

銀座山野楽器 そごう千葉店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 木更津店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 市原五井店 

紀伊國屋書店流山おおたかの森店 

 

茨城 

タワーレコード水戸ｵｰﾊﾟ店 

HMV イオンモール水戸内原 

 

栃木 

HMV イトーヨーカドー宇都宮 

ＴＳＵＴＡＹＡ 栃木城内店 

 

群馬 

タワーレコード高崎オーパ店 

HMV イオンモール太田 

HMV イオンモール高崎 

蔦屋書店 前橋みなみモール店 

紀伊國屋書店前橋店 

 

 



東海地区 

愛知 

タワーレコード名古屋パルコ店 

タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 

タワーレコード大高店 

タワーレコード東浦店 

HMV 栄 

HMV イオンモール扶桑 

HMV イオンモールナゴヤドーム前 

HMV イオンモール熱田 

HMV イオンモール木曽川 

HMV イオンモール岡崎 

音楽堂サカエチカ店 

イケヤイオン小牧店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 三ノ輪店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 汐田橋店 

ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚ウイングタウン岡崎店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 安城店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 豊明店 

ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚春日井店 

紀伊國屋書店名古屋空港店 

 

岐阜 

タワーレコードﾓﾚﾗ岐阜店 

HMV イオンモール各務原 

 

三重 

タワーレコード鈴鹿店 

ＴＳＵＴＡＹＡ いまじん白揚ミタス伊勢店 

ハーミットクラブ イオン津店 

 

静岡 

タワーレコード静岡店 

タワーレコードららぽｰと磐田店 

HMV イオンモール浜松市野 

イケヤ MARK IS 静岡店 

イケヤイオンモール浜松志都呂店 

イケヤプレ葉ウォーク浜北店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 佐鳴台店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 藤枝瀬戸新屋店 

 

 



近畿地区 

大阪 

タワーレコード梅田大阪マルビル店 

タワーレコード梅田 NU 茶屋町店 

タワーレコード難波店 

タワーレコードあべの Hoop 店 

タワーレコード北花田店 

タワーレコード高槻阪急店 

タワーレコードｱﾘｵ八尾店 

タワーレコードﾀﾜｰﾐﾆ くずはﾓｰﾙ店 

HMV グランフロント大阪 

HMV&BOOKS SHINSAIBASHI 

HMV ららぽーと和泉 

上新電機 ディスクピア日本橋店 

ミヤコアリオ鳳店 

枚方 蔦屋書店 

ＴＳＵＴＡＹＡ あべの橋店 

紀伊國屋書店梅田本店 

紀伊國屋書店グランフロント大阪店 

 

兵庫 

タワーレコード神戸店 

タワーレコード明石店 

タワーレコードﾀﾜｰﾐﾆ ららぽｰと甲子園店 

HMV 三宮オーパ 

HMV 阪急西宮ガーデンズ 

HMV イオンモール伊丹 

ＴＳＵＴＡＹＡ 三宮店 

紀伊國屋書店加古川店 

 

京都 

タワーレコード京都店 

HMV 洛北阪急スクエア 

ＴＳＵＴＡＹＡ ＡＶＩＸ福知山店 

 

奈良 

タワーレコード橿原店 

 

滋賀 

ハイパーブックス 長浜店 

ハイパーブックス 彦根店 

ハイパーブックス 八日市店 



ハイパーブックス 駒井沢店 

ハイパーブックス かがやき通り店 

 

中国地区 

岡山 

タワーレコードｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷店 

タワーレコードｱﾘｵ倉敷店 

HMV イオンモール岡山 

ＴＳＵＴＡＹＡ ノースランド店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 十日市店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 中島店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 山陽店 

紀伊國屋書店クレド岡山店 

 

広島 

タワーレコード広島店 

フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店 

フタバ図書ＭＥＧＡ祇園中筋店 

フタバ図書Λｌｔｉ福山本店 

フタバ図書Λｌｔｉアルパーク店 

 

山口 

ＴＳＵＴＡＹＡ 徳山店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 防府店 

幸太郎本舗 ＴＳＵＴＡＹＡ 宇部店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 山口葵店 

 

鳥取 

ＴＳＵＴＡＹＡ 角盤町店 

 

島根 

ＴＳＵＴＡＹＡ 出雲店 

 

四国地区 

徳島 

ＴＳＵＴＡＹＡ 北島店 

紀伊國屋書店徳島店 

紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店 

 

香川 

タワーレコード高松丸亀町店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 丸亀郡家店 



紀伊國屋書店丸亀店 

 

高知 

HMV イオンモール高知 

 

九州・沖縄地区 

福岡 

タワーレコード福岡パルコ店 

タワーレコードアミュプラザ博多店 

タワーレコード香椎浜店 

タワーレコード若松店 

タワーレコード久留米店 

HMV＆BOOKS HAKATA 

HMV イオンモール福津 

HMV イオンモール直方 

ＴＳＵＴＡＹＡ 天神ショッパーズ福岡 

ＴＳＵＴＡＹＡ 積文館書店 八女店 

紀伊國屋書店ゆめタウン博多店 

フタバ図書ＴＥＲＡイオンモール福岡店 

 

佐賀 

タワーレコード佐賀店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 鳥栖店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 唐津店 

紀伊國屋書店佐賀店 

 

長崎 

ＴＳＵＴＡＹＡ 遊ＩＮＧ浜町店 

ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ させぼ五番街店 

ＴＳＵＴＡＹＡ 遊ＩＮＧ城山店 

 

大分 

HMV パークプレイス大分 

 

熊本 

蔦屋書店 熊本三年坂 

蔦屋書店 嘉島 

紀伊國屋書店熊本はません店 

 

鹿児島 

タワーレコードｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島店 

紀伊國屋書店鹿児島店 



 

沖縄 

タワーレコード那覇リウボウ店 

HMV&BOOKS OKINAWA 

サウンドボックス ミツトモ 

ＴＳＵＴＡＹＡ 泡瀬店 


