
北海道
ＴＳＵＴＡＹＡ　室蘭店
アニメイトイオン釧路
アニメイト旭川
アニメイト札幌
アニメイト函館
ゲーマーズ札幌店
タワーレコードｱﾘｵ札幌店
タワーレコード札幌ﾋﾟｳﾞｫ店
タワーレコード苫小牧店
青森県
ＴＳＵＴＡＹＡ　むつ店
ＴＳＵＴＡＹＡ　弘前店
ＴＳＵＴＡＹＡ　十和田店
アニメイト弘前
アニメイト青森
アニメイト八戸
タワーレコード下田店
岩手県
ＭＯＲＩＯＫＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店
ＴＳＵＴＡＹＡ　花巻店
アニメイト盛岡
タワーレコード盛岡店
宮城県
ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台南店
ＴＳＵＴＡＹＡ　大崎古川店
アニメイト仙台
ゲーマーズ仙台店
ﾀﾜｰﾐﾆ ｱﾘｵ仙台泉店
タワーレコード仙台ﾊﾟﾙｺ店
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秋田県
ＴＳＵＴＡＹＡ　横手店
ＴＳＵＴＡＹＡ　大館店
ＴＳＵＴＡＹＡ　大仙店
ＴＳＵＴＡＹＡ　能代店
ＴＳＵＴＡＹＡ　由利本荘店
アニメイト秋田
タワーレコード秋田ｵｰﾊﾟ店
山形県
ＴＳＵＴＡＹＡ　酒田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　米沢相生町店
アニメイト山形
新星堂鶴岡店
福島県
ＢＯＯＫＡＣＥ　植田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　会津アピオ店
ＴＳＵＴＡＹＡ　桑野店
ＴＳＵＴＡＹＡ　福島南店
アニメイトイオンいわき
アニメイト郡山
アニメイト福島
タワーレコード郡山店
茨城県
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば
ＴＳＵＴＡＹＡ　鹿嶋宮中店
WonderGOOつくば店
WonderGOO下館店
WonderGOO古河店
WonderGOO守谷店
WonderGOO千代田店
WonderGOO日立中央店
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アニメイトイオンモール土浦
アニメイト水戸
タワーレコード水戸ｵｰﾊﾟ店
蔦屋書店　ひたちなか店
栃木県
ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮テクノ店
ＴＳＵＴＡＹＡ　栃木城内店
WonderGOO足利店
WonderGOO大田原店
アニメイトロブレ小山
アニメイト宇都宮
ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店
群馬県
アニメイトイオンモール太田
アニメイト高崎
タワーレコード高崎ｵｰﾊﾟ店
蔦屋書店　前橋みなみモール店
埼玉県
ＴＳＵＴＡＹＡ　秩父店
WonderGOO本庄店
アニメイトイオンレイクタウン
アニメイト熊谷
アニメイトモラージュ菖蒲
アニメイトららぽーと富士見
アニメイト所沢
アニメイト川越
アニメイト川口
アニメイト大宮
アニメイト南越谷
ゲーマーズ大宮店
新星堂熊谷店
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タワーレコードｱﾘｵ上尾店
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
タワーレコードｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝ店
タワーレコード浦和店
蔦屋書店　本庄早稲田店
千葉県
ＴＳＵＴＡＹＡ　市原五井店
ＴＳＵＴＡＹＡ　木更津店
WonderGOO旭店
WonderGOO鎌ヶ谷店
WonderGOO茂原店
アニメイトアリオ柏
アニメイトイオンモール木更津
アニメイトイオンモール船橋
アニメイト松戸
アニメイト千葉
アニメイト津田沼
アニメイト柏
ゲーマーズ津田沼店
タワーレコードｱﾘｵﾓｰﾙ蘇我店
タワーレコードｾﾌﾞﾝﾊﾟｰｸ ｱﾘｵ柏店
タワーレコードららぽｰとTOKYO-BAY店
タワーレコード津田沼店
新星堂イオンタウンおゆみ野店
新星堂ニッケコルトンプラザ店
新星堂船橋ヨーカドー店
東京都
HMV&BOOKS SHIBUYA 
ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ
ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店
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アニメイトイオンモールむさし村山
アニメイト新宿ハルク

アニメイト蒲田
アニメイト吉祥寺パルコ
アニメイト錦糸町
アニメイト秋葉原本館

アニメイト渋谷
アニメイト聖蹟桜ヶ丘オーパ
アニメイト池袋本店
アニメイト町田
アニメイト八王子
アニメイト立川
紀伊國屋書店新宿本店
ゲーマーズ新宿店
ゲーマーズ町田店
ゲーマーズ本店
新星堂国分寺駅ビル店
ﾀﾜｰﾐﾆ ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ東京 ﾌﾟﾗｻﾞ店
ﾀﾜｰﾐﾆ 汐留店
タワーレコードｱﾘｵ亀有店
タワーレコード錦糸町ﾊﾟﾙｺ店
タワーレコードららぽｰと立川立飛店
タワーレコードﾘｳﾞｨﾝ光が丘店
タワーレコード吉祥寺店
タワーレコード秋葉原店
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
タワーレコード町田店
タワーレコード八王子店
新星堂アリオ葛西店
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新星堂ルミネ立川店
神奈川県
HMV横浜ワールドポーターズ 
ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店
アニメイトマルイファミリー海老名
アニメイト横須賀
アニメイト横浜ビブレ
アニメイト小田原
アニメイト川崎
アニメイト藤沢
アニメイト本厚木
ゲーマーズ横浜店
タワーレコードｱﾘｵ橋本店
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
タワーレコード横浜ﾋﾞﾌﾞﾚ店
タワーレコード西武東戸塚店
タワーレコード川崎店
新星堂湘南台店
新星堂立場ヨーカドー店
蔦屋書店　港北ミナモ店
新潟県
アニメイト新潟
アニメイト長岡
タワーレコード新潟店
蔦屋書店　県央店
蔦屋書店　佐渡佐和田店
蔦屋書店　上越インター店
蔦屋書店　新発田店
蔦屋書店　長岡古正寺店
富山県
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ＴＳＵＴＡＹＡ　富山豊田店
アニメイト富山
石川県
ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店
ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢野々市店
アニメイト金沢
タワーレコード金沢ﾌｫｰﾗｽ店
明文堂書店　ＴＳＵＴＡＹＡ　ＫＯＭＡＴＳＵ
福井県
ＴＳＵＴＡＹＡ　神明店
アニメイト福井
山梨県
ＴＳＵＴＡＹＡ　南アルプスガーデン店
アニメイト甲府
新星堂ラザウォーク甲斐双葉店
長野県
アニメイト松本パルコ
アニメイト長野
タワーレコード上田店
蔦屋書店　佐久小諸店
岐阜県
ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚大垣店
アニメイト岐阜
タワーレコードﾓﾚﾗ岐阜店
静岡県
ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店
ＴＳＵＴＡＹＡ　御殿場店
ＴＳＵＴＡＹＡ　佐鳴台店
ＴＳＵＴＡＹＡ　藤枝瀬戸新屋店
アニメイトイオンモール富士宮
アニメイトイオン浜松市野

7 / 13 ページ



アニメイト沼津
アニメイト静岡パルコ
アニメイト浜松
ゲーマーズ沼津店
タワーレコードららぽｰと磐田店
タワーレコード静岡店
愛知県
ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚ウイングタウン岡崎店
ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚バロー戸田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚春日井店
ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚瀬戸店
ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚半田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　三ノ輪店
ＴＳＵＴＡＹＡ　豊明店
ＴＳＵＴＡＹＡ　名古屋栄店
アニメイトイオンモール大高
アニメイト豊田
アニメイト名古屋パルコ

アニメイト金山
アニメイト東岡崎
アニメイト豊橋
アニメイト名古屋
ゲーマーズ名古屋店
新星堂アピタ江南西店
タワーレコード東浦店
タワーレコード名古屋ﾊﾟﾙｺ店
タワーレコード名古屋近鉄ﾊﾟｯｾ店
タワーレコード大高店
ヨシヅヤ津島北テラス　ＴＳＵＴＡＹＡ　新津島店
新星堂アピタ岡崎北店
新星堂名古屋店

8 / 13 ページ



三重県
ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚ミタス伊勢店
ＴＳＵＴＡＹＡ　いまじん白揚鈴鹿中央通店
アニメイトイオンモール桑名
アニメイト四日市
タワーレコード鈴鹿店
滋賀県
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　水口
アニメイトアル・プラザ草津
京都府
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ福知山店
アニメイトアバンティ京都
アニメイト京都
タワーレコード京都店
大阪府
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＥＢＩＳＵＢＡＳＨＩ
ＴＳＵＴＡＹＡ　あべの橋店
ＴＳＵＴＡＹＡ　瓢箪山駅前店
ＴＳＵＴＡＹＡＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ
アニメイト梅田
アニメイト大阪日本橋
アニメイト京橋
アニメイト高槻
アニメイト天王寺
アニメイト布施
アニメイト枚方
ゲーマーズなんば店
ゲーマーズ梅田店
ﾀﾜｰﾐﾆ くずはﾓｰﾙ店
タワーレコードあべのHoop店
タワーレコードｱﾘｵ八尾店
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タワーレコード高槻阪急店
タワーレコード難波店
タワーレコード梅田NU茶屋町店
タワーレコード梅田大阪ﾏﾙﾋﾞﾙ店
タワーレコード北花田店
新星堂天王寺ミオ店
枚方　蔦屋書店
兵庫県
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ豊岡店
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　パークタウン加古川
ＴＳＵＴＡＹＡ　イオン加西北条店
アニメイトイオン明石
アニメイト三宮
アニメイト川西
アニメイト姫路
ゲーマーズ神戸三宮店
ﾀﾜｰﾐﾆ ららぽｰと甲子園店
タワーレコード神戸店
タワーレコード明石店
奈良県
アニメイト奈良
タワーレコード橿原店
和歌山県
アニメイト和歌山
鳥取県
アニメイトイオン米子
島根県
ＴＳＵＴＡＹＡ　出雲店
アニメイトイオン松江
岡山県
ＴＳＵＴＡＹＡ　ノースランド店
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ＴＳＵＴＡＹＡ　高屋店
ＴＳＵＴＡＹＡ　山陽店
ＴＳＵＴＡＹＡ　水島店
ＴＳＵＴＡＹＡ　大安寺店
ＴＳＵＴＡＹＡ　中島店
アニメイト岡山
タワーレコードｱﾘｵ倉敷店
タワーレコードｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷店
広島県
アニメイトフジグラン東広島
アニメイト広島
アニメイト福山
タワーレコード広島店
新星堂福山店
山口県
アニメイトイオン防府
幸太郎本舗　ＴＳＵＴＡＹＡ　宇部店
徳島県
アニメイト徳島
香川県
ＴＳＵＴＡＹＡ　宇多津店
ＴＳＵＴＡＹＡ　丸亀郡家店
アニメイト高松
タワーレコード高松丸亀町店
愛媛県
ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　重信
ＴＳＵＴＡＹＡ　エミフルＭＡＳＡＫＩ店
アニメイト松山
高知県
ＴＳＵＴＡＹＡ　土佐道路店
アニメイト高知
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福岡県
ＴＳＵＴＡＹＡ　積文館書店　ゆめタウン大牟田店
ＴＳＵＴＡＹＡ　天神ショッパーズ福岡
アニメイトイオンモール筑紫野
アニメイト小倉
アニメイト福岡パルコ
ゲーマーズ小倉店
ゲーマーズ博多店
タワーレコードｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ博多店
タワーレコード久留米店
タワーレコード香椎浜店
タワーレコード若松店
タワーレコード福岡ﾊﾟﾙｺ店
新星堂キャナルシティ博多店
佐賀県
ＴＳＵＴＡＹＡ　鳥栖店
アニメイトモラージュ佐賀
タワーレコード佐賀店
長崎県
ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店
ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店
ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ浜町店
アニメイト佐世保
アニメイト長崎
熊本県
ＴＳＵＴＡＹＡ　天草店
アニメイト熊本
新星堂ゆめタウン光の森店
蔦屋書店　嘉島
蔦屋書店　熊本三年坂
蔦屋書店　小川町
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大分県
アニメイト大分
宮崎県
アニメイト宮崎
鹿児島県
アニメイト鹿児島
タワーレコードｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島店
沖縄県
ＴＳＵＴＡＹＡ　美里店
ＴＳＵＴＡＹＡ　泡瀬店
アニメイト那覇国際通り店
タワーレコード那覇ﾘｳﾎﾞｳ店
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