
都道府県名 映画館名 店名 / オンラインショップ名
北海道 イオンシネマ旭川駅前 玉光堂イオンモール旭川駅前店
北海道 札幌シネマフロンティア ＨＭＶ　札幌ステラプレイス
北海道 ディノスシネマズ苫小牧 タワーレコード　苫小牧店
北海道 イオンシネマ釧路 玉光堂イオン釧路店
北海道 イオンシネマ江別 玉光堂イオン江別店
北海道 イオンシネマ北見 玉光堂イオン北見店
青森県 シネマヴィレッジ8・イオン柏 HMV　イオンモールつがる柏
青森県 TOHOシネマズおいらせ下田 タワーレコード　下田店
宮城県 MOVIX仙台 ＨＭＶ　仙台E BEANS
宮城県 TOHOシネマズ仙台 タワーレコード　仙台パルコ店
宮城県 イオンシネマ石巻 バンダレコードイオンモール石巻
宮城県 109シネマズ富谷 バンダレコードイオンモール富谷
宮城県 MOVIX利府 バンダレコードイオンモール利府
宮城県 シネマリオーネ古川 レコードショップセブン
秋田県 TOHOシネマズ秋田 HMV　イオンモール秋田
福島県 郡山テアトル タワーレコード　郡山店
茨城県 TOHOシネマズ水戸内原 ＨＭＶ　イオンモール水戸内原
茨城県 MOVIXつくば ＡＣＡＤＥＭＩＡイーアスつくば店
茨城県 シネマサンシャイン土浦 バンダレコードイオンモール土浦
栃木県 TOHOシネマズ宇都宮 ＨＭＶ　イトーヨーカドー宇都宮
栃木県 MOVIX宇都宮 ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮インターパーク店
群馬県 イオンシネマ高崎 HMV　イオンモール高崎
群馬県 イオンシネマ太田 HMV　イオンモール太田
埼玉県 イオンシネマ羽生 HMV　イオンモール羽生
埼玉県 イオンシネマ浦和美園 HMV　イオンモール浦和美園
埼玉県 イオンシネマ春日部 HMV　イオンモール春日部
埼玉県 TOHOシネマズららぽーと富士見 HMV　ららぽーと富士見
埼玉県 109シネマズモラージュ菖蒲 ＭＵＳＩＣ　ＭＥＤＩＡ菖蒲店
埼玉県 MOVIX川口 タワーレコード　アリオ川口店
埼玉県 ユナイテッド・シネマ浦和 タワーレコード　浦和店
埼玉県 新所沢レッツシネパーク バンダレコード　新所沢パルコ店
千葉県 イオンシネマ千葉ニュータウン ＨＭＶ　イオンモール千葉ニュータウン
千葉県 TOHOシネマズ八千代緑が丘 ＨＭＶ　イオンモール八千代緑が丘
千葉県 MOVIX柏の葉 ＨＭＶ　ららぽーと柏の葉
千葉県 TOHOシネマズ柏 タワーレコード　セブンパークアリオ柏
千葉県 TOHOシネマズららぽーと船橋 タワーレコード　ららぽーとTOKYO-BAY店
千葉県 成田HUMAXシネマズ ＨＭＶ　イオンモール成田
千葉県 USシネマ木更津 新星堂　イオンモール木更津店
千葉県 シネマイクスピアリ 新星堂　イクスピアリ店
千葉県 TOHOシネマズ市川コルトンプラザ 新星堂　ニッケコルトンプラザ店
東京都 イオンシネマむさし村山 ＨＭＶ　イオンモールむさし村山
東京都 ユナイテッド・シネマ豊洲 ＨＭＶ　ららぽーと豊洲
東京都 立川シネマシティ ＨＭＶ　立川
東京都 TOHOシネマズ六本木ヒルズ ＴＳＵＴＡＹＡ　ＴＯＫＹＯ　ＲＯＰＰＯＮＧＩ
東京都 イオンシネマ日の出 ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンモール日の出
東京都 ユナイテッド・シネマアクアシティお台場 タワーミニ ダイバーシティ東京プラザ店
東京都 MOVIX亀有 タワーレコード　アリオ亀有店
東京都 イオンシネマ板橋 バンダレコードイオン板橋ＳＣ
東京都 109シネマズ木場 紀伊國屋書店イトーヨーカドー木場店
東京都 吉祥寺オデヲン 新星堂　アトレ吉祥寺店
東京都 MOVIX昭島 新星堂　昭島店
神奈川県 イオンシネマみなとみらい ＨＭＶ　横浜ワールドポーターズ
神奈川県 109シネマズ川崎 ＨＭＶ　ラゾーナ川崎
神奈川県 TOHOシネマズららぽーと横浜 ＨＭＶ　ららぽーと横浜
神奈川県 TOHOシネマズ川崎 ＴＳＵＴＡＹＡ　川崎駅前店
神奈川県 チネチッタ タワーレコード川崎
神奈川県 横須賀HUMAXシネマズ 新星堂　ショッパーズプラザ横須賀店
神奈川県 TOHOシネマズ海老名 新星堂　海老名店



新潟県 イオンシネマ新潟南 タワーレコード　新潟店
富山県 TOHOシネマズ高岡 ＨＭＶ イオンモール高岡
石川県 イオンシネマ金沢フォーラス タワーレコード 金沢フォーラス店
福井県 福井コロナワールド 松木屋　エルパ店
岐阜県 イオンシネマ各務原 ＨＭＶ イオンモール各務原
岐阜県 シネックスマーゴ こみかるはうす関店
岐阜県 TOHOシネマズモレラ岐阜 タワーレコード モレラ岐阜店
静岡県 TOHOシネマズららぽーと磐田 タワーレコード　ららぽーと磐田店
静岡県 イオンシネマ富士宮 大垣書店イオンモール富士宮店
愛知県 シネプレックス岡崎 ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店
愛知県 イオンシネマ岡崎 ＨＭＶ イオンモール岡崎
愛知県 TOHOシネマズ木曽川 ＨＭＶ イオンモール木曽川
愛知県 イオンシネマ大高 タワーレコード　大高店
愛知県 TOHOシネマズ東浦 タワーレコード　東浦店
愛知県 イオンシネマ名古屋茶屋 バンダレコードイオンモール茶屋
愛知県 ユナイテッド・シネマ阿久比 新星堂　アピタ阿久比店
愛知県 TOHOシネマズ名古屋ベイシティ 新星堂　イオンモール名古屋みなと店
三重県 イオンシネマ鈴鹿 タワーレコード 鈴鹿店
三重県 イオンシネマ桑名 新星堂　イオンモール桑名店
京都府 イオンシネマ久御山 ＪＥＵＧＩＡイオンモール久御山店
京都府 イオンシネマ高の原 Ｍ．Ｓ．ＢＩＧ高の原店
京都府 TOHOシネマズ二条 大垣書店　二条駅店　（京都）
京都府 T・ジョイ京都 大垣書店イオンモール京都店
京都府 イオンシネマ京都桂川 大垣書店イオンモール京都桂川店
大阪府 109シネマズ大阪エキスポシティ ＴＳＵＴＡＹＡＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ
大阪府 あべのアポロシネマ ＨＭＶあべのキューズモール
大阪府 イオンシネマ茨木 ＪＥＵＧＩＡイオンモール茨木店
大阪府 TOHOシネマズくずはモール タワーミニくずはモール店
大阪府 MOVIX八尾 タワーレコード　アリオ八尾店
大阪府 イオンシネマ大日 ミヤコ イオンモール大日店
大阪府 イオンシネマ四條畷 新星堂　イオンモール四條畷店
兵庫県 TOHOシネマズ伊丹 ＨＭＶイオンモール伊丹
兵庫県 TOHOシネマズ西宮OS ＨＭＶ阪急西宮ガーデンズ
兵庫県 イオンシネマ加古川 Ｍ．Ｓ．ＢＩＧ加古川店
兵庫県 イオンシネマ三田ウッディタウン Ｍ．Ｓ．ＢＩＧ三田店
兵庫県 OSシネマズミント神戸 タワーレコード 神戸店
兵庫県 OSシネマズ神戸ハーバーランド 大垣書店　神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店
奈良県 TOHOシネマズ橿原 タワーレコード橿原店
鳥取県 MOVIX日吉津 STUDIO WONDERイオンモール日吉津店
島根県 T・ジョイ出雲 STUDIO WONDERゆめたうん出雲店
島根県 松江東宝5 STUDIO WONDERイオン松江店
岡山県 イオンシネマ岡山 ＨＭＶイオンモール岡山
岡山県 MOVIX倉敷 タワーレコード イオンモール倉敷店
広島県 T・ジョイ東広島 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン東広島店
広島県 TOHOシネマズ緑井 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン緑井店
香川県 イオンシネマ高松東 Ｍ．Ｓ．ＢＩＧ高松東店
愛媛県 シネマサンシャイン重信 ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ　重信
愛媛県 ユナイテッド・シネマフジグラン今治 ＴＳＵＴＡＹＡ　フジグラン今治店
愛媛県 イオンシネマ今治新都市 Ｍ．Ｓ．ＢＩＧ今治新都市店
高知県 TOHOシネマズ高知 ＨＭＶイオンモール高知
福岡県 T・ジョイ久留米 タワーレコード久留米店
福岡県 TOHOシネマズ直方 ＨＭＶイオンモール直方
福岡県 TOHOシネマズ福津 ＨＭＶイオンモール福津
福岡県 T・ジョイ博多 タワーレコードアミュプラザ博多店
佐賀県 イオンシネマ佐賀大和 タワーレコード佐賀店
佐賀県 109シネマズ佐賀 宮脇書店佐賀店
長崎県 ユナイテッドシネマ長崎 メトロ書店本店
熊本県 TOHOシネマズ光の森 新星堂　ゆめタウン光の森店
大分県 T・ジョイパークプレイス大分 ＨＭＶパークプレイス大分
大分県 TOHOシネマズアミュプラザおおいた 紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店
宮崎県 セントラルシネマ宮崎 新星堂　イオンモール宮崎店
鹿児島県 鹿児島ミッテ10 タワーレコードアミュプラザ鹿児島店


