
SHINGO KATORI「20200101」
アルバム予約特典　「シリコン ブレスレット」<White>対象店舗

※特典は先着となります。なくなり次第終了となります。
※特典の有無に関するお問い合わせは各店舗へご確認下さい。
※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。

オンラインショップ
㈱濃尾商会　金山
㈱中川商店
谷口電波
㈱音楽堂　サカエチカ店
ツバメ屋楽器店

白光堂楽器店　栗山店 イケヤ　イオン小牧店
コーチャンフォー　美しが丘店 エディオン　豊田本店
コーチャンフォー　釧路店 バンダレコード　イオンモール新瑞橋店
タケダ楽器㈱ バンダレコード　イオンモール名古屋茶屋店
㈱サクラ商会 バンダレコード　イオンモール長久手店
吉崎レコード　楽器店 えみたす豊田元町店
コーチャンフォーミュンヘン大橋店 えみたす長久手店
コーチャンフォー　新川通り店 新星堂　セントラルパーク店
コーチャンフォー　旭川店 新星堂　アピタ向山店
コーチャンフォー　北見店 新星堂　名古屋店
リラィアブルブックス　　根室店 新星堂　アピタ長久手店
玉光堂　パセオ店 新星堂　アピタ名古屋北店
玉光堂　函館駅前ビル店 新星堂　アピタ岡崎北店
玉光堂　小樽本店 新星堂　アピタ江南西店
玉光堂　四丁目店 新星堂　イオンモール名古屋みなと店
玉光堂　イオンモール札幌発寒店 新星堂　リーフウォーク稲沢店
玉光堂　イオン千歳店 新星堂　イオンタウン千種店
玉光堂　イオン江別店 新星堂　アスナル金山店
玉光堂　イオン岩見沢店 新星堂　テラスウォーク一宮店
玉光堂　イオンモール旭川駅前店 新星堂　イオン八事店
玉光堂　イオン帯広店 新星堂 mozo ワンダーシティ店
玉光堂　帯広イトーヨーカドー店 紀伊國屋書店名古屋空港店
玉光堂　イオン釧路店 ビックカメラ名古屋駅西店
玉光堂　イオンモール釧路昭和店 ビックカメラ名古屋ゲートタワー
玉光堂　イオン北見店 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　常滑店
玉光堂　カテプリ新さっぽろ店 ウエイヴ江南店
WonderGOO　苫小牧店 あおい書店　西尾ＣＤ館店
CD PLAZA WAVE MEGA MAC店 あおい書店　半田店
CD PLAZA WAVE WOW店 あおい書店　豊川店
ビックカメラ札幌店 文化堂楽器　パレ店
音楽処　　　　　　　　　　　　 宮脇書店　刈谷店
くまざわ書店　手稲店 本の王国刈谷店
スーパーブックス　桔梗店 本の王国安城店
We'sイオンモール旭川西店 We's緑店
We's室蘭店 （有）谷楽器店
We's石狩緑苑台店 ㈱サワノ楽器店
バンダレコード　さくら野弘前店 TSUTAYA WAY久居店
成田本店　つくだ店 ハーミットクラブ　イオン津店
成田本店　みなと高台店 新星堂　イオン桑名店
成田本店　しんまち店 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ  津南店
WonderGOO　十和田店 ＭＥＤＩＡ　松阪店
WonderGOO　つがる柏店 宮脇書店　久居店
新星堂　八戸ニュータウン店 本の王国文化センター前店
フォーユー　八食店 北田レコード 
バンダレコード　イオンモール盛岡南店 JEUGIA　草津A・SQUARE店
エムズエクスポ　盛岡店 平和書店　坂本店
WonderGOO　奥州水沢店 平和書店アル・プラザ栗東店
MʼS　EXPO　盛岡店 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ大津南郷店
リコルズ 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡあどがわ店
アメリカンウェーブ　北上店 ハイパーブックス　長浜店
宮脇書店　久慈店 ハイパーブックス　彦根店
東山堂　三ツ割店 サンミュージック　近江八幡店
ORIORI produced by さわや書店 Joshin草津店
東海林無線電機㈱ 大垣書店　一里山店
バンダレコード　イオン仙台中山店 ヨドバシカメラ マルチメディア京都
バンダレコード　イオンモール富谷店 市原栄光堂 
バンダレコード　イオンモール石巻店 音楽館　清水屋
バンダレコード　イオンモール利府店 山科　キクヤレコード店 
バンダレコード　イオンモール名取店 JEUGIA　三条本店　１Ｆ
スクラム大河原店 JEUGIA　［Basic.］
ブックセンター湘南栗原店 ディスクハウス　オズ 
宮脇書店加美店 和田電器 
宮脇書店柴田店 CD・ないとう西友亀岡店
八文字屋書店セルバ店 エディオン　円町店 
銀座山野楽器 仙台店 ＪＥＵＧＩＡ　イオン久御山店
ヨドバシカメラ マルチメディア仙台 平和書店アル・プラザ宇治東店
新星堂　ザ・モール仙台長町店 平和書店アル・プラザ京田辺店
ブック　ＴＯＷＮ角田店 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店
㈱細川蓄音機店 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　高の原店
アサヒ楽器店 Joshin京都１ばん館
㈱柏谷楽器店　駅前店 ディスクショップ　白鳥　　　　　　　　
バンダレコード　イオン東根店 くまざわ書店　桃山店
みずほ八文字屋 大垣書店ビブレ店
八文字屋長井店 大垣書店　イオンモール京都店
ＴＥＮＤＯ八文字屋 大垣書店　高島屋店
八文字屋北店 大垣書店　二条駅店
八文字屋鶴岡店 大垣書店　京都ファミリー店
丸井八文字屋 大垣書店　亀岡店
新星堂　エスパル山形店 大垣書店　醍醐店
新星堂　鶴岡店 ブックパル　五条店
未来屋書店　山形南店 大垣書店　イオンモール京都桂川店
未来屋書店　天童店 大垣書店　イオンモール京都五条店
スクラム古川店 ヨドバシカメラ マルチメディア梅田
吉郡電器商会 紀伊國屋書店梅田本店 
バンダレコード　福島西道路店 あこや楽器店　本店 
バンダレコード　イオン福島店 新橋楽器店　聖音堂 
WonderGOO　いわき鹿島店 マルゼン楽器　本店 
岩瀬書店　富久山店プラスゲオ ヤングレコード　トークタウン 
We's会津若松店 マルゼン楽器　サンピア店 
フタバ図書　ＴＥＲＡ守谷店 山吹電気商会　堺東店 
バンダレコード　イオンモール土浦店 徳庵フタバ堂 
バンダレコード　イオンモールつくば店 ディスクピア　日本橋店 
リブロ ひたちなか店 ＪＥＵＧＩＡ　上本町近鉄店
WonderGOO　友部店 ＪＥＵＧＩＡ　イオン茨木店
WonderGOO　竜ヶ崎店 エディオン　茨木店 
WonderGOO　ひたちなか店 エディオン　堺インター店 
WonderGOO　日立中央店 エディオン　豊中店 
WonderGOO　常陸大宮店 エディオン　中環東大阪店 
WonderGOO　石岡店 ミヤコ　アリオ鳳店 
WonderGOO　那珂店 ミヤコ　イオンモール大日店 
WonderGOO　ひたち野うしく店 銀座山野楽器 イオンモール鶴見緑地店
WonderGOO　日立田尻店 銀座山野楽器 リノアス八尾店
WonderGOO　石下店 新星堂　天王寺ミオ店
WonderGOO　高萩店 新星堂　難波店
WonderGOO　水戸笠原店 新星堂　守口店
WonderGOO　鹿島店 新星堂　京橋店
WonderGOO　古河店 新星堂　イオンモール四條畷店
WonderGOO　大穂店 ビックカメラなんば店
WonderGOO　守谷店 平和書店アル・プラザ香里園店
WonderGOO　鉾田店 平和書店　アル・プラザ茨木店
WonderGOO　千代田店 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　堺鉄砲町店
WonderGOO　江戸崎店 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　りんくう泉南店
WonderGOO　東店 未来屋書店　喜連瓜破店
WonderGOO　境Ｆｉｓｓ店 未来屋書店　大阪ドームシティ店
WonderGOO　北茨城店 未来屋書店　日根野店
WonderGOO　下館店 Joshin岸和田店
WonderGOO　つくば店 WAY書店 TSUTAYA 富田林店
新星堂　水戸店 大垣書店　豊中緑丘店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店 サウンド　デューク
ＰＬＡＺＡ　ＨＡＭＡＤＡ 宮脇書店　泉佐野店
金井楽器 ダック 
WonderGOO　足利店 富士楽器 
WonderGOO　鹿沼店 姫路レコード店　本店 
WonderGOO　真岡店 毎日舎蓄音器店 
WonderGOO　小山店 姫路ミヤコ 
WonderGOO　大田原店 サウンド　エリア　センティ 
WonderGOO　下野店 大蓄　西神店 
新星堂　ララスクエア宇都宮店 エディオン　姫路店 
新星堂　イオン佐野新都市店 エディオン　ＪＲ尼崎駅店 
くまざわ書店　宇都宮インターパーク店 エディオン　太子店 
くまざわ書店宇都宮店ＣＤショップ エディオン　垂水店 
WonderGOO　富岡店 ミヤコ　イオンモール伊丹昆陽店
WonderGOO　伊勢崎店 新星堂　加古川店
WonderGOO　高崎店 新星堂　明石ヨーカドー店
WonderGOO　館林店 紀伊國屋書店加古川店
WonderGOO　藤岡店 未来屋書店　明石店
紀伊國屋書店前橋店 大垣書店　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店
文真堂書店　新井店 宮脇書店　イオン洲本店
文真堂書店　大泉店 クラモトレコード 
文真堂書店　大間々店 ビデオオークタウン店 
文真堂書店　上原店 玉光堂　イオンモール奈良登美ヶ丘店
文真堂書店　阿左美店 新星堂　生駒店
文真堂書店　倉賀野店 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大和郡山店
フタバ図書　ＧＩＧＡ大宮店 Joshin奈良店
フタバ図書　ＧＩＧＡ上里店 Joshin郡山店
バンダレコード　新所沢パルコ店 TSUTAYA WAY 御所店
バンダレコード　本川越ペペ店 WAY書店 TSUTAYA天理店
バンダレコード　ららぽーと新三郷店 啓林堂書店　大和郡山店
バンダレコード　ステラタウン大宮店 啓林堂書店　奈良店
アットマークジュエリー 啓林堂書店　学園前店
よむよむ 草加松原店 宮脇書店　奈良店
銀座山野楽器 そごう大宮店 ＨＩＴＳイシイ　本店 
銀座山野楽器 イオンモール北戸田店 TSUTAYA WAYオーシティ前　田辺店
銀座山野楽器 ワルツ所沢店 TSUTAYA WAY岩出店 
銀座山野楽器 丸広川越店 TSUTAYA WAYオークワ本社店
銀座山野楽器 丸広上尾店 TSUTAYA WAY 有田川店
銀座山野楽器 丸広入間店 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店
銀座山野楽器 そごう川口店 スーパーセンターWAY 南紀店
WonderGOO　入間店 WAY書店 パビリオンシティ田辺店
WonderGOO　越谷店 TSUTAYA WAY 橋本店
WonderGOO　三郷店 TSUTAYA WAY 海南店
WonderGOO　加須店 柏木商会 
WonderGOO　本庄店 エディオン　ＤＩＳＣ　ＣＩＴＹ米子店
新星堂　錦町ヨーカドー店 ブックセンターコスモ吉方店
新星堂　熊谷店 今井書店　吉成店サウンドスタジアム
新星堂　草加駅ビル店 今井書店　湖山メディア館
新星堂　アリオ深谷店 STUDIO WONDERイオンモール日吉津店
新星堂　和光店 宮脇書店　鳥取北店
新星堂　新越谷駅ビル店 ブックセンターコスモ出雲店
ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都心駅前 ブックセンタージャスト　浜田店
紀伊國屋書店さいたま新都心店 ブックセンタージャスト　高津店
ＭＵＳＩＣ　ＭＥＤＩＡ　菖蒲店 STUDIO WONDER　ゆめタウン出雲店
文真堂書店　北越谷店 STUDIO WONDERイオン松江店
バンダレコード　テラスモール松戸店 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER
バンダレコード　イオンマリンピア店 大森楽器店 
バンダレコード　イトーヨーカドー八千代店 エディオン倉敷本店　ＤＩＳＣ　Ｃｉｔｙコーナー
カミヤマ　サウンドステーション エディオン　津山本店 
三井屋楽器店　都賀 フタバ図書　ＭＥＧＡ岡山青江店 
丸越楽器　横芝松尾店 エディオン　東川原店 
多田屋　サンピア店 紀伊國屋書店クレド岡山店
銀座山野楽器 そごう千葉店 ビックカメラ岡山駅前店
WonderGOO　東金店 ブックセンターコスモ津山店
WonderGOO　千葉ニュータウン店 宮脇書店　平島店
WonderGOO　八街店 宮脇書店　岡山本店
WonderGOO　旭店 エディオン広島本店　東館９F　ディスクシティ
WonderGOO　八千代店 フタバ図書　サウンドＧＩＧＡ広島駅前店
WonderGOO　富里店 大沢商事 
WonderGOO　成東店 フタバ図書　ソフトピア広 
WonderGOO　鎌ヶ谷店 エディオン　東広島本店 
WonderGOO　茂原店 久松商会 
新星堂　ユアエルム八千代台店 エディオン　福山本店　ディスクシティコーナー
新星堂　レスポック四街道店 福原レコード 
新星堂　船橋ヨーカドー店 エディオン　五日市店 
新星堂　イオンおゆみ野店 フタバ図書　ソフトピア三次店 
新星堂　イオンモール木更津店 フタバ図書　GIGA本通店
新星堂　ニッケコルトンプラザ店 フタバ図書ソフトピア可部センター
新星堂　成田ユアエルム店 フタバ図書　ラフォーレ本店 
新星堂　イクスピアリ店 フタバ図書　五日市福屋 
ムジカ・ダ・カーポ　志津店 フタバ図書　ソフトピア八本松店
ときわ書房　本八幡スクエア店 フタバ図書　サウンドＭＥＧＡ中筋店
ビックカメラ ドットコム フタバ図書　大竹店 
新星堂　カルチェ５柏店 フタバ図書ソフトピア海田 
紀伊國屋書店流山おおたかの森店 フタバ図書　ＧＩＧＡ呉駅レクレ店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　船橋店 フタバ図書　広大前店 
未来屋書店　銚子店 フタバ図書　サウンドＧＩＧＡ宇品店
宮脇書店　ユーカリが丘店 フタバ図書　ＴＥＲＡ広島府中店 
ブックマルシェ　我孫子店 フタバ図書　ＧＩＧＡ上安店
オークスブックセンター南柏店プラスゲオ フタバ図書　ＡＬＴＩ福山本店
ＭＥＤＩＡ　木更津店 フタバ図書ＧＩＧＡ祇園店
博文堂書店　君津店 フタバ図書ＡＬＴＩ　アルパーク北棟店
㈱紀伊國屋書店　新宿本店 フタバ図書　ＧＩＧＡ五日市店 
コーチャンフォー　若葉台店 フタバ図書　ジ・アウトレット広島店 
バンダレコード　ＬＩＶＩＮ田無店 紀伊國屋書店ゆめタウン廿日市店
バンダレコード　イオン板橋店 新星堂　福山店
バンダレコード　イトーヨーカドー赤羽店 新星堂　ゆめタウン広島店
フタバ図書　ＴＥＲＡ南砂町店 明林堂書店　フジグランナタリー店
五番街　東武プラザ店 廣文館　みどり書店
音曲堂 宮脇書店　神辺店
音楽堂　大岡山店 啓文社イオン三原店
詩音堂 啓文社コア春日店
赤羽　美声堂 エディオン　山口本店
前田楽器店 エディオン　岩国店
CDショップ 北大塚 聖楽堂 南陽ミュージック
小田レコード店 演奏堂
山野楽器 銀座本店(4Ｆ) エディオン　萩店
銀座山野楽器 南町田店 エディオン　柳井店
銀座山野楽器 成城コルティ店 フタバ図書ＧＩＧＡフレスタモール岩国店　ＣＤＶ部門
銀座山野楽器 西武池袋店 フタバ図書　ＧＩＧＡ防府店　ＣＤＶ部門
銀座山野楽器 イオンモール東久留米店 文榮堂　ヴィレッジヴォイス
銀座山野楽器 小田急新宿店 新星堂　下関店
銀座山野楽器 府中フォーリス店 新星堂　宇部店
銀座山野楽器 セレオ八王子店 明林堂書店　柳井店
銀座山野楽器 調布パルコ店 明林堂書店　ゆめタウン下松店
エンタバシブヤ 明林堂書店フジ西宇部店
新星堂　東大和ヨーカドー店 明林堂書店フジ宇部店
新星堂　サンシャインシティ アルタ店 宮脇書店　ゆめシティ店
新星堂　阿佐ヶ谷店 紀伊國屋書店徳島店
新星堂　アルカキット錦糸町店 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店
新星堂　昭島店 カルチャーシティ平惣阿南センター
新星堂　ルミネ立川店 カルチャーシティ平惣小松島店
新星堂　アトレ吉祥寺店 カルチャーシティ平惣羽ノ浦国道店
新星堂　武蔵境ヨーカドー店 デュークショップ　高松店
新星堂　葛西ヨーカドー店 紀伊國屋書店丸亀店
ヨドバシカメラ マルチメディア Akiba 宮脇書店　志度店　
ヨドバシカメラ マルチメディア 吉祥寺 宮脇書店　三豊店
ヨドバシカメラ 新宿西口本店 宮脇書店　寒川店
ヨドバシカメラ マルチメディア 町田 宮脇書店　綾南店
ヨドバシカメラ マルチメディア 錦糸町 宮脇書店　イオン高松店
ヨドバシカメラ　八王子 宮脇書店　十川店
ビックカメラ池袋本店 エディオン　松山本店 
ビックカメラ立川店 ミュージックプラザ小早川 
ビックカメラ有楽町店 デュークショップ　松山店 
ビックカメラ新宿西口店 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　新居浜店
ビックカメラＪＲ八王子駅店 丸三書店　東予店
ビックロ　ビックカメラ新宿東口店 宮脇書店　今治店
新星堂　国分寺駅ビル店 宮脇書店　高知店
椿書房 宮脇書店　フジグラン野市店
くまざわ書店　ＩＹ大森店 フタバ図書　ＴＥＲＡイオンモール福岡店
くまざわ書店　ＩＹ八王子店 フタバ図書　ＧＩＧＡ春日店　ＣＤＶ
スーパーブックス　竹ノ塚駅前店 ヨシダ楽器　イオン福岡伊都店
ブックスオオトリ四つ木メディア店 ミュージックプラザインドウ
バンダレコード　ららぽーと海老名店 ㈱松田楽器店
バンダレコード　ららぽーと湘南平塚店 ＢＯＯＫＳ　あんとく三潴店
バンダレコード　イオン金沢八景店 積文館書店 小田部店
バンダレコード　綾瀬タウンヒルズ店 積文館書店 大牟田店
エディオン　青葉台東急スクエア店 ブックセンタークエスト 鞘ヶ谷店
オデオン堂　鶴見本店 積文館書店 大野城店
アトム電気　アトムレコード 積文館書店 高田店
ラッキー商会　横須賀 ブックセンタークエストエマックス 久留米店
銀座山野楽器 本厚木ミロード店 積文館書店　筑紫野店
銀座山野楽器 新百合ヶ丘エルミロード店 ブックセンタークエスト黒崎井筒屋店
銀座山野楽器 ラスカ平塚店 ブックセンタークエスト 小倉本店
銀座山野楽器 ミウィ橋本店 新星堂　サンリブシティ小倉店
銀座山野楽器 たまプラーザ テラス店 新星堂　キャナルシティ博多店
銀座山野楽器 辻堂店 新星堂　小倉駅アミュプラザ店
銀座山野楽器 相模大野ステーションスクエア店 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店
銀座山野楽器 そごう横浜店 未来屋書店　大牟田店
新星堂　モザイクモール港北店 ＡʼＢＯＯＫイオン穂波店
新星堂　小田原ダイナシティ店 黒木書店/フィルモアレコード　七隈店
新星堂　大和鶴間店 黒木書店/フィルモアレコード　長住店
新星堂　立場ヨーカドー店 明林堂書店　ゆめタウン八女店
新星堂　アピタ長津田店 明林堂書店　イオン福岡東店
新星堂　トレッサ横浜店 明林堂書店　ゆめマートうきは店
新星堂　湘南台店 福岡金文堂大川店
新星堂　横浜ジョイナス店 ゆめタウン遠賀白石書店
新星堂　上大岡店 宮脇書店黒木室見店
新星堂　海老名店 積文館書店江北店
ヨドバシカメラ マルチメディア 川崎ルフロン 積文館書店 伊万里店
ヨドバシカメラ マルチメディア 京急上大岡 積文館書店 上峰店
ヨドバシカメラ マルチメディア横浜 積文館書店 有田店
紀伊國屋書店横浜みなとみらい店 紀伊國屋書店　佐賀店
久美堂　伊勢原店 明林堂書店　南佐賀店
ビックカメラ藤沢店 明林堂書店　唐津店
ビックカメララゾーナ川崎店 明林堂書店　ゆめタウン武雄店
ビックカメラ新横浜店 平和ビル㈱
未来屋書店　大和店 新星堂　長崎夢彩都店
くまざわ書店　久里浜店 clips on
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　座間店 ムラヤマレコード
ミュージックショップフジヤ新津 ムラヤマレコード　宇土シティモール店
紀伊國屋書店新潟店 ㈱成電社
Joshin長岡愛宕店 ＢＯＯＫＳ　あんとく荒尾店
We's新潟西店 ＢＯＯＫＳ　あんとく山鹿店
We's長岡店 ムラヤマレコード　イオン熊本中央店
紀伊國屋書店富山店 新星堂　ゆめタウン光の森店
ＢＯＯＫＳなかだ　魚津店 新星堂　ゆめタウン八代店
ＢＯＯＫＳなかだ　婦中店 紀伊國屋書店熊本はません店
トオンミュージック　ファボーレ店 明林堂書店　長嶺店
未来屋書店　となみ店 明林堂書店　サンピアン店
Joshin富山本店 明林堂書店　ゆめタウンあらお店
Joshin立山店 工藤電器商会
トヨネレコード　ＤＩＳＣＦＡＮ 吉松楽器店
ｄｉｓｃ　ＦＡＮ　加賀店 コトブキレコード店
新星堂　アピタ松任店 エトウ南海堂
ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店 リブロ 大分わさだ店
きくざわ書店アルプラザ鹿島店 リブロ 別府店
北国書林Ｖサウンド　アルプラザ金沢店 明屋書店臼杵野田店
勝木書店ＫａＢｏＳ大桑店 くまざわ書店　大分明野店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　御経塚店 明林堂書店　日出店
ＫＣ 明林堂書店　トキハ佐伯店
紀伊國屋書店福井店 明林堂書店　ゆめタウン中津店
平和書店　アル・プラザ鯖江店 明林堂書店　大分本店
平和書店アル・プラザ敦賀店 明林堂書店　高城店
勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳワッセ店 明林堂書店　ゆめタウン別府店
勝木書店ＫａＢｏＳベル店 明林堂書店　青山店
玉光堂　セレオ甲府店 明林堂書店　羽屋店
好楽堂楽器店 新星堂　イオンモール宮崎店
新星堂　ラザウォーク甲斐双葉店 明林堂書店　イオンタウン日向店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　甲府店 明林堂書店　日向店
メディアランドカトー本店 明林堂書店　都北店
バンダレコード　ライオン堂高宮店 明林堂書店　小林店
アベレコード　長野 We's都城店
中村時計本店　須坂 We's延岡店
平安堂長野店 十字屋　ＣＲＯＳＳ
平安堂東和田店 紀伊國屋書店　鹿児島店
平安堂川中島店 ブックスミスミ　オプシア
平安堂諏訪店 ブックスミスミ　鹿屋店
平安堂座光寺店 We's鹿児島店
平安堂飯田店 サウンドボックス ミツトモ
平安堂あづみ野店 未来屋書店　沖縄ライカム店
平安堂伊那店
笠原書店　本店
笠原書店　レイクウォーク店
㈱オワリヤ楽器
㈱サウンド・ハンター
新星堂　カラフルタウン岐阜店
新星堂　アクアウォーク大垣店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大垣南店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　岐阜店
ウエイヴ高富店
こみかるはうす可児店
こみかるはうす関店
イケヤ　ＭＡＲＫ　ＩＳ　静岡店
イケヤ　プレ葉ウォーク浜北店
イケヤ　イオンモール浜松志都呂店
イケヤ　アピタ掛川店
バンダレコード　三島店
新星堂　アピタ静岡店
文教堂伊東店
大垣書店　イオンモール富士宮店
イケヤ文楽館　高丘店
イケヤ文楽館　磐田東店
イケヤ文楽館　湖西店

京都府
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