
“仏恥義理握手会”応募ハガキ対象店舗
※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますのでご了承下さい。
   ご予約及びお買い上げになる前に必ず各店舗にてご確認頂きますよう宜しくお願い致します。

県名 店名

WEB Rakutenブックス
WEB セブンネットショッピング
WEB ヨドバシ.com
WEB HMV&BOOKS online
WEB タワーレコードオンライン
WEB ネオ・ウィング
WEB amazon.co.jp
WEB ぐるぐる王国
WEB KING e-SHOP
全国 TSUTAYA RECORDS （※一部店舗除く、オンラインショッピングはご予約分のみ対象）
全国 WonderGOO/新星堂 全店 （一部店舗除く）
北海道 玉光堂　函館駅前ビル店
北海道 We'sイオンモール旭川西店
北海道 タワーレコード　札幌ピヴォ店
北海道 タワーレコード　アリオ札幌店
北海道 タワーレコード　苫小牧店
北海道 ＨＭＶ　札幌ステラプレイス
北海道 スーパーブックス　桔梗店
青森県 成田本店　しんまち店
青森県 成田本店　つくだ店
青森県 タワーレコード　下田店
岩手県 タワーレコード　盛岡店
宮城県 タワーレコード　仙台パルコ店
宮城県 タワーレコード　タワーミニアリオ仙台泉店
秋田県 タワーレコード　秋田オーパ店
秋田県 細川レコード
山形県 ＴＥＮＤＯ八文字屋
山形県 宮脇書店　ヨークタウン成沢店
福島県 タワーレコード　郡山店
福島県 スーパーブックス　新白河店
福島県 岩瀬書店　富久山店プラスゲオ
栃木県 タワーレコード　水戸オーパ店
栃木県 スーパーブックス　今市店
群馬県 タワーレコード　高崎オーパ店
埼玉県 バンダレコード　本川越ぺぺ店
埼玉県 タワーレコード　イオンレイクタウン店
埼玉県 タワーレコード　浦和店
埼玉県 タワーレコード　アリオ川口店
埼玉県 タワーレコード　アリオ鷲宮店
埼玉県 タワーレコード　アリオ上尾店
千葉県 タワーレコード　津田沼店
千葉県 タワーレコード　アリオモール蘇我店
千葉県 タワーレコード　ららぽーとTOKYO-BAY店
千葉県 タワーレコード　セブンパークアリオ柏店
千葉県 カミヤマサウンドステーション
東京都 タワーレコード　八王子店
東京都 タワーレコード　町田店
東京都 タワーレコード　アリオ橋本店
東京都 タワーレコード　ららぽーと立川立飛店
東京都 タワーレコード　錦糸町パルコ店
東京都 タワーレコード渋谷店
東京都 タワーレコード新宿店
東京都 タワーレコード秋葉原店
東京都 タワーレコードリヴィン光が丘店
東京都 タワーレコード吉祥寺店
東京都 タワーレコード　池袋店
東京都 タワーレコード　アリオ亀有店
東京都 TOWERmini　汐留店
東京都 TOWERmini　ダイバーシティ東京プラザ店
東京都 音曲堂
東京都 ディスクユニオン　お茶の水駅前店
東京都 ペットサウンズ



県名 店名

東京都 スーパーブックス　竹ノ塚駅前店
東京都 バンダレコード　ＬＩＶＩＮ田無店
東京都 山野楽器　銀座本店
東京都 ヨーロー堂
東京都 HMV立川
神奈川県 エディオン青葉台東急スクエア店
神奈川県 HMV 横浜ワールドポーターズ
神奈川県 HMV ラゾーナ川崎
神奈川県 HMV　ららぽーと横浜
神奈川県 タワーレコード横浜ビブレ店
神奈川県 タワーレコード　川崎店
神奈川県 タワーレコード　グランツリー武蔵小杉店
神奈川県 タワーレコード　西武東戸塚店
神奈川県 タワーレコード　藤沢オーパ店
新潟県 サウンドニシワキ
新潟県 タワーレコード　新潟店
富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　魚津店
富山県 トオンミュージック　ファボーレ店
石川県 タワーレコード　金沢フォーラス店
石川県 ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店
石川県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ津幡店
福井県 平和書店　アル・プラザ鯖江店
福井県 平和書店アル・プラザ敦賀店
長野県 バンダレコード　ライオン堂高宮店
長野県 タワーレコード　上田店
長野県 平安堂東和田店
長野県 平安堂飯田店
長野県 平安堂佐久インターウェーブ店
長野県 平安堂あづみ野店
長野県 平安堂伊那店
長野県 笠原書店　レイクウォーク店
岐阜県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡノースウエスト店
岐阜県 タワーレコード モレラ岐阜店
静岡県 タワーレコード　静岡店
静岡県 タワーレコード　ららぽーと磐田店
静岡県 イケヤ　プレ葉ウォーク浜北店
静岡県 イケヤ　イオンモール浜松志都呂店
静岡県 イケヤ　ＭＡＲＫＩＳ静岡店
愛知県 イケヤ　イオン小牧店
愛知県 ミュージックブース文化堂
愛知県 タワーレコード　名古屋近鉄パッセ店
愛知県 タワーレコード　大高店
愛知県 タワーレコード　名古屋パルコ店
愛知県 タワーレコード　東浦店
愛知県 エディオン　豊田本店
愛知県 えみたす長久手店
愛知県 音楽堂　サカエチカ店
愛知県 本のメグリア三好店
三重県 タワーレコード　鈴鹿店
三重県 コメリ書房　松阪店
滋賀県 ＪＥＵＧＩＡ草津Ａ・ＳＱＵＡＲＥ店
滋賀県 平和書店　坂本店
滋賀県 平和書店　彦根店
滋賀県 平和書店アル・プラザ栗東店
滋賀県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ大津南郷店
滋賀県 平和書店アル・プラザ水口店
滋賀県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡあどがわ店
京都府 タワーレコード京都店
京都府 ＪＥＵＧＩＡ三条本店
京都府 ＪＥＵＧＩＡ［Ｂａｓｉｃ．］
京都府 ＪＥＵＧＩＡオンモール久御山店
京都府 CDないとう　西友亀岡店
京都府 ディスクハウス・オズ
京都府 平和書店アル・プラザ宇治東店
京都府 平和書店アル・プラザ京田辺店



県名 店名

京都府 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店
大阪府 ＪＥＵＧＩＡ上本町近鉄店
大阪府 ＪＥＵＧＩＡイオンモール茨木店
大阪府 タワーレコード梅田ＮＵ茶屋町店
大阪府 タワーレコード梅田大阪マルビル店
大阪府 タワーレコード高槻阪急店
大阪府 タワーレコードアリオ八尾店
大阪府 タワーミニくずはモール店
大阪府 タワーレコード　難波店
大阪府 タワーレコード　あべのＨＯＯＰ店
大阪府 タワーレコード　北花田店
大阪府 エディオンＪＲ尼崎駅店
大阪府 エディオン豊中店
大阪府 エディオン中環東大阪店
大阪府 ディスクピア日本橋
大阪府 ミヤコ　アリオ鳳店
大阪府 ミヤコ　イオン大日店
大阪府 Ｍ.Ｓヤング トークタウン店
大阪府 マルゼン楽器店本店
大阪府 あこや楽器店本店
大阪府 平和書店アル・プラザ枚方店
大阪府 平和書店アル・プラザ香里園店
大阪府 平和書店　アル・プラザ茨木店
兵庫県 ミヤコ　イオンモール伊丹昆陽店
兵庫県 タワーミニららぽーと甲子園店
兵庫県 タワーレコード神戸店
兵庫県 タワーレコード明石店
兵庫県 ＳＯＵＮＤＡＲＥＡＳＥＮＴＩ
兵庫県 レコードショップひらせ
兵庫県 エディオン垂水店
兵庫県 大蓄西神店
兵庫県 姫路ミヤコ本店
兵庫県 毎日舎蓄音器本店
奈良県 タワーレコード橿原店
鳥取県 エディオン米子店
鳥取県 ブックセンターコスモ吉方店
鳥取県 今井書店　吉成店サウンドスタジアム
鳥取県 今井書店　アプト店
鳥取県 今井書店　湖山メディア館
鳥取県 今井書店　倉吉パープルタウン店
鳥取県 宮脇書店　鳥取北店
島根県 ブックセンターコスモ出雲店
島根県 ブックセンタージャスト　浜田店
島根県 今井書店　安来プラーナ店
島根県 STUDIO WONDER　ゆめタウン出雲店
島根県 STUDIO WONDERイオン松江店
島根県 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER
島根県 今井書店　木次マルシェリーズ店
島根県 今井書店AREA
岡山県 タワーレコードイオンモール倉敷店
岡山県 タワーレコードアリオ倉敷店
岡山県 ブックセンターコスモ津山店
岡山県 エディオン倉敷本店
岡山県 エディオン津山本店
岡山県 エディオン東川原店
広島県 タワーレコード広島店
広島県 エディオン広島本店
広島県 エディオン五日市店
広島県 エディオン東広島本店
広島県 エディオン福山本店
広島県 エディオン太子店
広島県 紀伊國屋書店ゆめタウン廿日市店
山口県 南陽ミュージック
香川県 タワーレコード高松丸亀町店
香川県 デュークショップ高松店



県名 店名

香川県 宮脇書店　志度店　
香川県 宮脇書店　寒川店
香川県 宮脇書店　綾南店
香川県 宮脇書店　イオン高松店
香川県 宮脇書店　十川店
愛媛県 デュークショップ松山店
愛媛県 エディオン松山本店
高知県 宮脇書店　高知店
高知県 宮脇書店　フジグラン野市店
福岡県 タワーレコード　アミュプラザ博多店
福岡県 タワーレコード　久留米店
福岡県 タワーレコード香椎浜店
福岡県 タワーレコード若松店
福岡県 タワーレコード福岡パルコ店
福岡県 ミュージックプラザ・インドウ
福岡県 ラインレコードブラス
福岡県 ヨシダ楽器イオン福岡伊都店
福岡県 松田楽器店
福岡県 フタバ図書ＴＥＲＡイオンモール福岡店
福岡県 福岡金文堂ゆめモール筑後店
福岡県 福岡金文堂大川店
佐賀県 タワーレコード　佐賀店
長崎県 カワシモレコード
熊本県 ブックスミスミ　人吉店
熊本県 ムラヤマレコード宇土シティモール店
熊本県 ムラヤマレコードイオン熊本中央店
大分県 エトウ南海堂
大分県 コトブキレコード
宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　都城店
宮崎県 ブックスミスミ  日向店
鹿児島県 十字屋クロス店
鹿児島県 ブックスミスミ　オプシア
鹿児島県 ブックスミスミ　七ツ島店
鹿児島県 ブックスミスミ  加治木バイパス店
鹿児島県 ブックスミスミ　鹿屋店
鹿児島県 We's 鹿児島店
鹿児島県 タワーレコード　アミュプラザ鹿児島店
沖縄県 タワーレコード那覇リウボウ店
沖縄県 サウンドボックス・ミツトモ（サンエー那覇メインプレイス）


