
京都府 ＧＥＯ　京丹後峰山店 兵庫県 新星堂　明石ヨーカドー店

京都府 ㈱ＪＥＵＧＩＡ　三条本店　１Ｆ 兵庫県 新星堂　加古川店

京都府 ㈱ＪＥＵＧＩＡ　近鉄桃山店 兵庫県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊丹店

京都府 ㈱ＪＥＵＧＩＡ　イオン久御山店 兵庫県 ミヤコ　イオンモール神戸北店

京都府 ㈱ＪＥＵＧＩＡ　イオン洛南店 兵庫県 エディオン　太子店

京都府 ㈱ＪＥＵＧＩＡ　四条店 兵庫県 エディオン　ＪＲ尼崎駅店

京都府 Ｊｏｓｈｉｎ　六地蔵店　ディスクピア 兵庫県 大蓄　西神店

京都府 ミヤコ　京都大丸店 兵庫県 ミヤコ　塚口店

京都府 エディオン　紀ノ川店 兵庫県 エディオン　垂水店

京都府 エディオン　円町店 兵庫県 ミヤコ　尼崎店

京都府 Ｊｏｓｈｉｎ　京都１ばん館　ディスクピア 兵庫県 エディオン　神戸北町店

京都府 ㈱五十嵐屋商店　舞鶴店 兵庫県 エディオン　伊丹店

京都府 エディオン　桂南店 兵庫県 エディオン　姫路店

京都府 ㈱内藤時計楽器　西友店 兵庫県 ㈱大蓄　住吉店

京都府 ㈱清水屋商店 兵庫県 エディオン　西宮店

京都府 ミュージックショップBIG　高の原店 兵庫県 加古川ミヤコ　ニッケレポス店

京都府 ＡＢＣ　宇治東店 兵庫県 ＣＤショップベスト

京都府 ＡＢＣ　京田辺店 兵庫県 サウンド　エリア　センティ

京都府 ㈱富士書房　アルプラザ木津店 兵庫県 古本市場　西神戸店

京都府 さとうバザールタウン綾部アスパ 兵庫県 古本市場　尼崎店

京都府 さとう宮津店 兵庫県 ミュージックショップBIG　赤穂店

京都府 さとうバザールタウン舞鶴 兵庫県 ミュージックショップBIG　三田店

京都府 ディスクショップ　白鳥　　　　　　　　 兵庫県 ミュージックショップBIG　甲子園店

京都府 マジカルガーデン野田川店 兵庫県 メディアステーションＢＩＧ　つかしん店

京都府 ふたば書房ヒカリ屋山科店 兵庫県 メディアステーションＢＩＧ　加古川店

京都府 三洋堂書店精華店 兵庫県 さとうバザールタウン篠山ＮＥＷＳ館

京都府 大垣書店　亀岡店 兵庫県 知恵蔵書店兵庫店

京都府 大垣書店イオンモール京都店 兵庫県 M'sCLUBビエント垂水店 

京都府 大垣書店ビブレ店 兵庫県 アメリカ村　音楽市場

京都府 淀徳書店　福知山店 兵庫県 ＳＨＥサムシング

京都府 大垣書店　二条駅店 兵庫県 学園通り　音楽市場

京都府 ブックパル大垣書店　ワンダーシティ 兵庫県 サムシングワールド　山崎店

京都府 大垣書店　京都ファミリー 兵庫県 文林　本店

京都府 大垣書店　高島屋店 兵庫県 紀伊國屋書店加古川店

京都府 ブックパル　五条店 兵庫県 ブックス　ウイング　　　　　

京都府 大垣書店　醍醐店 兵庫県 ＡＬＡＮＮ新三木店

京都府 ㈱ヨドバシカメラ　ＭＭ京都２Ｆ　８３１２ 兵庫県 ＣＤＤＶＤショップＡＬＡＮＮリバーシティ店

滋賀県 ㈱ＪＥＵＧＩＡ　草津Ａ・ＳＱＵＡＲＥ店 兵庫県 ＷＡＹ大久保店

滋賀県 Ｊｏｓｈｉｎ　草津店　ディスクピア 兵庫県 ＷＡＹ福崎店

滋賀県 三洋堂書店　八日市店 兵庫県 ブックスユートピア野間店

滋賀県 三洋堂書店　高月店 兵庫県 ＣＤシティオ

滋賀県 三洋堂書店　長浜店 兵庫県 宮脇書店　イオン洲本店

滋賀県 三洋堂書店　豊さと店 兵庫県 ＡＶ　ＰＯＲＴ　ＷＡＶＥ　津名店

滋賀県 ＡＢＣ　坂本店 奈良県 新星堂　イオン奈良登美ヶ丘店

滋賀県 平和書店　彦根店 奈良県 新星堂　生駒店

滋賀県 ＡＢＣ　栗東店 奈良県 Ｊｏｓｈｉｎ　郡山店　ディスクピア

滋賀県 ハイパーブックス　長浜店 奈良県 Ｊｏｓｈｉｎ　奈良店　ディスクピア

滋賀県 ハイパーブックス　彦根店 奈良県 ㈱ＪＥＵＧＩＡ　奈良近鉄店

滋賀県 サンミュージック　長浜店 奈良県 三洋堂書店　大安寺店

滋賀県 SUNMUSIC HYPERBAZAAR イオンモール草津店 奈良県 三洋堂書店　桜井店

滋賀県 サンミュージック　近江八幡店 奈良県 三洋堂書店　榛原店

滋賀県 サンミュージック　守山店 奈良県 三洋堂書店　平群店

滋賀県 ハイパーブックス　八日市店 奈良県 三洋堂書店　香芝店

滋賀県 ハイパーブックス　駒井沢店 奈良県 三洋堂書店　橿原神宮店

滋賀県 ハイパーブックス　かがやき通り店 奈良県 メディアステーションＢＩＧ　大和郡山店

滋賀県 吉田電工㈱ＷＩＮＧ水口平和堂店 奈良県 夢屋書店アピタ大和郡山店

滋賀県 ＷＩＮＧＡＱＵＡ２１近江八幡店 奈良県 ＷＡＹ御所店

滋賀県 ＷＩＮＧ　平和堂甲西中央店 奈良県 ＷＡＹ押熊店

滋賀県 三洋堂書店近江八幡店 奈良県 ＷＡＹ香芝尼寺店

滋賀県 大垣書店　一里山店 奈良県 啓林堂書店　奈良店



大阪府 新星堂　天王寺ミオ店 大阪府 ミュージックショップBIG　金剛店

大阪府 新星堂　京橋店 大阪府 ミュージックショップBIG　日根野店

大阪府 新星堂　難波店 大阪府 ミュージックショップＢＩＧ　富田林店

大阪府 新星堂　吹田店 大阪府 ㈱ヤマハミュージック大阪心斎橋

大阪府 新星堂　イオンモール藤井寺店 大阪府 ＡＢＣ　枚方店

大阪府 新星堂　守口店 大阪府 ＡＢＣ　香里園店

大阪府 新星堂　古川橋駅前店 大阪府 ＡＢＣ　茨木店

大阪府 紀伊國屋書店　梅田本店 大阪府 ハイパーブックス　茨木店

大阪府 ＧＥＯ　八尾店 大阪府 プラタークラブ

大阪府 ミヤコ　アリオ鳳店 大阪府 紀伊國屋書店本町店

大阪府 ミヤコ　イオンモール大日店 大阪府 ブックプラザ小野原店

大阪府 Ｊｏｓｈｉｎ　岸和田店　ディスクピア 大阪府 ミュージックショップグルーヴ

大阪府 ㈱ＪＥＵＧＩＡ　イオン茨木店 大阪府 ＡＣＴＩＶＥ

大阪府 ディスクピア　日本橋店 大阪府 ディスクプラザ本館

大阪府 ミヤコ　イオン高槻店 大阪府 ＳＯＵＮＤ　ＧＩＧＡ

大阪府 Ｊｏｓｈｉｎ　光明池店　ディスクピア 大阪府 ＷＡＹ貝塚店

大阪府 Ｊｏｓｈｉｎ　高井田店　ディスクピア 大阪府 ＷＡＹ富田林店

大阪府 ㈱ＪＥＵＧＩＡ　上本町近鉄店 大阪府 ＴＳＵＴＡＹＡ西緑丘店

大阪府 ミヤコ　難波高島屋店 大阪府 ふたば書房箕面ヴィソラ店

大阪府 エディオン　中環東大阪店 大阪府 宮脇書店　泉佐野店

大阪府 エディオン　堺インター店 大阪府 大垣書店　豊中緑丘店

大阪府 エディオン　豊中店 大阪府 サウンド　デューク

大阪府 エディオン　茨木店 大阪府 爽智堂書店

大阪府 エディオン　天満橋店 大阪府 ブックファースト曽根店

大阪府 交声堂　千里店 大阪府 天牛堺書店　天下茶屋

大阪府 ミヤコ　イオン北千里店 和歌山県 ＷＡＹ有田川店

大阪府 あこや楽器店　本店 和歌山県 ＷＡＹＭＣ岩出店

大阪府 マルゼン楽器　サンピア店 和歌山県 ＷＡＹ美浜店

大阪府 ミヤコ　泉ヶ丘店 和歌山県 ＷＡＹ　ガーデンパーク和歌山店　　　　　　　　　　

大阪府 古本市場　門真店 和歌山県 ＷＡＹ　スーパーセンター南紀店　　　　　　　　　　　

大阪府 古本市場　原山台店 和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹオーシティ前　田辺店

大阪府 古本市場　富田林店 和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹオークワ本社店

大阪府 古本市場　西淀川店 和歌山県 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＷＡＹ岩出店

大阪府 古本市場　大東店 和歌山県 ＷＡＹ和歌山高松店

大阪府 古本市場　南茨木店 和歌山県 ＷＡＹ　パビリオンシティ田辺店　　　　　　　　　　　

大阪府 古本市場　生野店 和歌山県 ＷＡＹ　和歌山ミオ店

大阪府 三洋堂書店　阪南店 和歌山県 ＷＡＹ橋本店

和歌山県 ＷＡＹ海南店

和歌山県 炭家書店

和歌山県 （有）ＨＩＴＳイシイ　本店


