
「GOGO	 DEMPA」B2告知ポスター　特典配布店一覧

ヨドバシカメラＭＭ札幌２Ｆ

玉光堂パセオ店

玉光堂新さっぽろ店

玉光堂イオン千歳店

玉光堂イオン江別店

玉光堂五稜郭店

玉光堂イオン帯広店

玉光堂イオン釧路店

玉光堂イオンモール釧路昭和店

玉光堂　イオンモール平岡店

ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＭＥＧＡ ＭＡＣ店

ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＷＯＷ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

成田本店　みなと高台店

成田本店　しんまち店

成田本店　つくだ店

みちのくジャパンアメリカンウェーブ北上　

バンダレコード　イオン盛岡南店

Ｍ'ｓレコード　アルテ店

Ｍ'ｓ　ＥＸＰＯ　盛岡店

銀座山野楽器 仙台店　

ヨドバシカメラＭＭ仙台２Ｆ

金港堂泉パーク店

バンダレコードイオンモール名取

バンダレコードイオンモール石巻

八文字屋　ヒルサイド店

八文字屋書店セルバ店

ブックセンター湘南栗原店

ブックセンター湘南佐沼店

ヤマテル加美店

ヤマテル柴田店

岩手県

青森県

北海道

宮城県



八文字屋エビスヤ店

八文字屋長井店

八文字屋北店

丸井八文字屋

みずほ八文字屋

ＴＥＮＤＯ八文字屋

佐周書店

バンダレコード　福島西道路店

ヨドバシカメラＭＭ郡山３Ｆ　

バンダレコード　イオンつくば店

リブロ ひたちなか店

栃木県 ヨドバシカメラＭＭ宇都宮８Ｆ　

銀座山野楽器 ワルツ所沢店　

銀座山野楽器 丸広川越店　

銀座山野楽器 丸広上尾店　

銀座山野楽器 イオンモール北戸田店　

銀座山野楽器 ららぽーと新三郷店　

銀座山野楽器 そごう大宮店　

バンダレコード　所沢本店

バンダレコード　本川越ペペ店

ヨドバシカメラＭＭさいたま新都心駅前Ｂ１Ｆ

よむよむ 草加松原店

ラムタラ大宮駅前店

銀座山野楽器 新浦安店　

銀座山野楽器 そごう千葉店　

茨城県

埼玉県

千葉県

山形県

福島県



銀座山野楽器 本店１Ｆ

銀座山野楽器 西武池袋店　

銀座山野楽器 イオンモール東久留米店　

銀座山野楽器 セレオ八王子店　

銀座山野楽器 成城コルティ店　

銀座山野楽器 府中フォーリス店　

銀座山野楽器 調布パルコ店　

五番街東武プラザ店　

ヨドバシカメラ八王子店７Ｆ

ヨドバシカメラＭＭ錦糸町３Ｆ

ヨドバシカメラＭＭ吉祥寺５Ｆ

ヨドバシカメラＭＭ町田３Ｆ　

ヨドバシカメラ新宿西口ＭＭ館３Ｆ

ヨドバシカメラＭＭＡＫＩＢＡ６Ｆ

音曲堂　

コーチャンフォー若葉台店

アリババ吉祥寺店

バンダレコードイオン板橋ＳＣ

ラムタラ東久留米店

ラムタラ新宿駅東口店

ラムタラ渋谷駅前店

ラムタラデジタルメディア館新宿

ラムタラ秋葉原店

ラムタラ高田馬場店

ラムタラメディアワールドアキバ

ラムタラエピカリアキバ

ラムタラエピカリ新宿

ラムタラ上野店

ラムタラ東村山店

ラムタラエピカリ赤羽店

ラムタラ八王子店

ラムタラ立川駅前店

ラムタラ瑞穂店

買取販売市場ムーランアキバ

東京都



ヤジマレコード本店サニーズミュージック　

銀座山野楽器 本厚木ミロード店　

銀座山野楽器 平塚ラスカ店　

銀座山野楽器 辻堂店　

銀座山野楽器 たまプラーザテラス店　

銀座山野楽器 そごう横浜店　

銀座山野楽器 ミウィ橋本店　

銀座山野楽器 相模大野ステーションスクエア店　

銀座山野楽器 新百合ヶ丘エルミロード店　

紀伊國屋書店横浜みなとみらい店

ヨドバシカメラＭＭ京急上大岡店８Ｆ

ヨドバシカメラＭＭ川崎ルフロン４Ｆ

ヨドバシカメラＭＭ横浜６Ｆ

バンダレコードららぽーと海老名

ラムタラ横浜駅前店

買取販売市場ムーラン横浜

新潟県 ヨドバシカメラＭＭ新潟駅前店６Ｆ５１５６　

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店

石川県 ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店

福井県 松木屋エルパ店　

山梨県 よむよむ クレッセ甲西店

長野県 笠原書店　本店

イケヤ高林店　

イケヤＭＡＲＫＩＳ静岡店　

イケヤ沼津イシバシプラザ店　

イケヤイオンモール浜松志都呂店　

イケヤアピタ掛川店　

イケヤプレ葉ウォーク浜北店　

イケヤ文楽館　高丘店

イケヤ文楽館　湖西店

静岡鑑定団

藤枝鑑定団

浜北鑑定団

本の王国 雄踏店

音楽堂栄地下店

名豊ミュージック豊橋本店　

イケヤイオン小牧店　

ＭＵＳＩＣＢＯＯＴＨＢＵＮＫＡ－ＤＯパレ店　

ヨドバシカメラＭＭ名古屋松坂屋店６Ｆ

バンダレコードイオンモール茶屋

フタバ図書ＴＥＲＡワンダーシティ店

ミュージックショップ　リバー

本の王国 刈谷店

本の王国 高蔵寺店

本の王国 豊田吉原店

本の王国 知多店

本の王国 安城店

本の王国 ほら貝店

愛知県

神奈川県

静岡県



三重県 本の王国 文化センター前店

滋賀県 ＪＥＵＧＩＡ草津Ａ・ＳＱＵＡＲＥ店　

ＪＥＵＧＩＡ三条本店　

ＪＥＵＧＩＡイオン久御山店　

ヨドバシカメラＭＭ京都２Ｆ

大垣書店イオンモール京都店

ミュージックショップBIG　高の原店

ミヤコニトリモール枚方店　

ミヤコパンジョ店　

ミヤコアリオ鳳店　

ミヤコイオンモール大日店　

ＪＥＵＧＩＡイオン茨木店　

ディスクピア日本橋店　

銀座山野楽器 八尾西武店　

銀座山野楽器 イオンモール鶴見緑地店　

ヨドバシカメラＭＭ梅田３Ｆ

ミヤコ塚口店　

ミヤコイオンモール伊丹昆陽店　

和歌山県 ミヤコイオンモール和歌山店　

鳥取県 今井書店　吉成店サウンドスタジアム

STUDIO WONDER　ゆめタウン出雲店

STUDIO WONDERイオン松江店

今井書店グループセンター店STUDIO WONDER

岡山県 フタバ図書ＭＥＧＡ岡山青江店

エディオン広島本店　

フタバ図書広店

フタバ図書ＭＥＧＡ祇園中筋店

フタバ図書ＧＩＧＡ呉駅レクレ店

フタバ図書海田店

フタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店

フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店

フタバ図書ＧＩＧＡ上安店

フタバ図書Λｌｔｉ福山本店

フタバ図書Λｌｔｉアルパーク店

紀伊國屋書店　広島廿日市店CDDVDコーナー

フタバ図書ＧＩＧＡフレスタモール岩国店

文榮堂　ヴィレッジヴォイス

香川県 デュークショップ高松店　

愛媛県 デュークショップ松山店　

山口県

京都府

大阪府

兵庫県

島根県

広島県



ミュージックプラザインドウ

フタバ図書ＴＥＲＡ福岡東店

ヨドバシカメラＭＭ博多３Ｆ

積文館書店 高田店

積文館書店 大牟田店

積文館書店 小田部店

積文館書店　筑紫野店

積文館書店 大野城店

積文館書店 ゆめタウン大牟田店

ブックセンタークエスト 小倉本店

ブックセンタークエスト 鞘ヶ谷店

ブックセンタークエストエマックス 久留米店

ブックセンタークエスト黒崎井筒屋店

積文館書店 佐賀三日月店

積文館書店 有田店

積文館書店 上峰店

積文館　江北店

積文館書店 鹿島店

積文館書店 伊万里店

長崎県 ＤＯＩＮＧ－Ｃ

明林堂書店　ゆめタウン別府店

リブロ 大分わさだ店

サウンドボックスみつともサンエー那覇メインプレイス店

ＴＳＵＴＡＹＡ宜野湾上原店 

マンガ倉庫泡瀬店

マンガ倉庫那覇店

普久原楽器店

ＥＣ Amazon.co.jp (詳しくはホームページでご確認ください）

ネオウィング　

※GEO（各店先着順となります。一部お取扱の無い店舗がございます。）

※新星堂全店・WonderGOO全店(※オンラインショップを除く。一部お取り扱いの無い店舗もございます。）

福岡県

佐賀県

大分県

沖縄県


