
 

 

                            

 

 

 

※数に限りがございます。なくなり次第、終了となります。 

2020年 3月 

 

 ＜北海道＞ 

  コーチャンフォー 新川通り店  

  コーチャンフォーミュンヘン大橋店 

  コーチャンフォー 北見店 

  コーチャンフォー 旭川店 

  コーチャンフォー 美しが丘店 

  コーチャンフォー 釧路店 

  リラィアブルブックス 根室店 

  We's イオンモール 旭川西店 

  We's 室蘭店 

  We's 石狩緑苑台店 

  タワーレコード 札幌ピヴォ店 

  タワーレコード 苫小牧店 

  タワーレコード アリオ札幌店 

  ＨＭＶ 札幌ステラプレイス 

 

 ＜青森県＞ 

  タワーレコード 下田店 

  成田本店 みなと高台店 

  成田本店 しんまち店 

  バンダレコード さくら野弘前店 

 

 ＜岩手県＞ 

  エムズエクスポ 盛岡店 

  バンダレコード イオンモール盛岡南店 

  アメリカンウェーブ 北上店 

 

 ＜秋田県＞ 

  柏谷楽器店 駅前店 

 

  

 

「機動戦士ガンダム 40th Anniversary Album ～BEYOND～」特典 
オリジナルＡ４サイズクリアファイル その他対象店舗一覧 



＜山形県＞ 

  ＴＥＮＤＯ八文字屋 

  八文字屋北店 

  みずほ八文字屋 

 

 ＜宮城県＞ 

  タワーレコード 仙台パルコ店 

  バンダレコード イオンモール利府店 

  バンダレコード イオンモール富谷店 

  バンダレコード イオンモール石巻店 

  バンダレコード スクラム古川店 

  バンダレコード イオンモール名取店 

  バンダレコード スクラム大河原店 

 

 ＜福島県＞ 

  タワーレコード 郡山店 

  バンダレコード 福島西道路店 

 

 ＜栃木県＞ 

  ＨＭＶ イトーヨーカドー宇都宮 

 

 ＜群馬県＞ 

  紀伊國屋書店前橋店 

 

 ＜埼玉県＞ 

  タワーレコード 浦和店 

  タワーレコード イオンレイクタウン店 

  タワーレコード アリオ鷲宮店 

  タワーレコード アリオ川口店 

  タワーレコード アリオ上尾店 

  ＨＭＶ イオンモール羽生 

  ＨＭＶ イオンモール春日部 

  バンダレコード 本川越ペペ店 

  紀伊國屋書店 さいたま新都心店 

 

 ＜千葉県＞ 

  カミヤマ サウンドステーション 

  タワーレコード アリオモール蘇我店 

  タワーレコード ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店 

  タワーレコード 津田沼店 

  タワーレコード セブンパークアリオ柏店 

  紀伊國屋書店 流山おおたかの森店 



 ＜東京都＞ 

  コーチャンフォー 若葉台店 

  紀伊國屋書店 新宿本店 

  タワーレコード 秋葉原店 

  タワーレコード 新宿店 

  タワーレコード 池袋店 

  タワーレコード 渋谷店 

  タワーレコード 町田店 

  タワーミニ ダイバーシティ東京プラザ店 

  タワーレコード アリオ亀有店 

  タワーレコード 八王子店 

  タワーレコード 吉祥寺店 

  タワーミニ 汐留店 

  タワーレコード 錦糸町パルコ店 

  タワーレコード リヴィン光が丘店 

  タワーレコード ららぽーと立川立飛店 

  ＨＭＶ 立川 

  ヨドバシカメラ マルチメディア Akiba 

  ヨドバシカメラ 新宿西口本店 

  AKIHABARAゲーマーズ本店 

  ソフマップ AKIBA④号店 アミューズメント館 

  ソフマップ AKIBA①号店 サブカル・モバイル館 

  ラムタラメディアワールドアキバ 

  ムーラン AKIBA本店 

 

 ＜神奈川県＞ 

  タワーレコード 横浜ビブレ店 

  タワーレコード 川崎店 

  タワーレコード アリオ橋本店 

  タワーレコード 藤沢オーパ店 

  タワーレコード 西武東戸塚店 

  タワーレコード グランツリー武蔵小杉店 

  ＨＭＶ ららぽーと横浜 

  ヨドバシカメラ マルチメディア横浜 

  ヨドバシカメラ マルチメディア 川崎ルフロン 

 

 ＜新潟県＞ 

  We's 長岡店 

  We's 新潟西店 

  紀伊國屋書店 新潟店 

  Joshin 長岡愛宕店 

  サウンドエース 



 ＜富山県＞ 

  Joshin 富山本店 

  Joshin 立山店 

 

 ＜石川県＞ 

  タワーレコード 金沢フォーラス店 

  ＢＯＯＫＳなかだ イオンかほく店 

 

 ＜福井県＞ 

  勝木書店 ＫａＢｏＳ大野店 

 

 ＜山梨県＞ 

  Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 甲府店 

 

 ＜長野県＞ 

  タワーレコード 上田店 

  ライオン堂 高宮店 

  平安堂 長野店 

  平安堂 東和田店 

  平安堂 川中島店 

  平安堂 更埴店 

  平安堂 諏訪店 

  平安堂 座光寺店 

  平安堂 飯田店 

  平安堂 佐久インターウェーブ店 

  平安堂 塩尻店 

  平安堂 あづみ野店 

  平安堂 伊那店 

 

 ＜岐阜県＞ 

  タワーレコード モレラ岐阜店 

  ＨＭＶ イオンモール各務原 

  Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 岐阜店 

 

 ＜静岡県＞ 

  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 ＭＡＲＫ ＩＳ 静岡店 

  タワーレコード ららぽーと磐田店 

  タワーレコード 静岡店 

  イケヤ文楽館 高丘店 

 



 ＜静岡県＞ 

  イケヤ文楽館 磐田東店 

  イケヤ文楽館 湖西店 

 

 ＜愛知県＞ 

  イケヤ イオン小牧店 

  タワーレコード 名古屋パルコ店 

  タワーレコード 大高店 

  タワーレコード 東浦店 

  タワーレコード 名古屋近鉄パッセ店 

  ＨＭＶ イオンモール熱田 

  ＨＭＶ イオンモール木曽川 

  ゲーマーズ 名古屋 

  バンダレコード イオンモール長久手店 

  ソフマップ 名古屋駅西店 

  本の王国 刈谷店 

 

 ＜三重県＞ 

  タワーレコード 鈴鹿店 

  コメリ書房 松阪店 

  本の王国 文化センター前店 

 

 ＜滋賀県＞ 

  ハイパーブックス 彦根店 

  Joshin 草津店 

 

 ＜京都府＞ 

  タワーレコード 京都店 

  Joshin 京都１ばん館 

 

 ＜大阪府＞ 

  ディスクピア 日本橋店 

  タワーレコード 難波店 

  タワーレコード 梅田大阪マルビル店 

  タワーレコード 梅田ＮＵ茶屋町店 

  タワーレコード アリオ八尾店 

  タワーレコード 北花田店 

  タワーレコード あべのＨｏｏｐ店 

  タワーレコード 高槻阪急店 

  タワーミニ くずはモール店 

  ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 

  ゲーマーズ なんば 



 ＜大阪府＞ 

  ソフマップ なんば店ザウルス１ 

  Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ りんくう泉南店 

  Joshin 岸和田店 

  喜久屋書店漫画館 阿倍野店 

 

 ＜兵庫県＞ 

  エディオン 太子店 

  タワーレコード 神戸店 

  タワーレコード 明石店 

  タワーミニ ららぽーと甲子園店 

  ＨＭＶ 阪急西宮ガーデンズ 

 

 ＜奈良県＞ 

  タワーレコード 橿原店 

  Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 大和郡山店 

  Joshin 奈良店 

  Joshin 郡山店 

 

 ＜和歌山県＞ 

  TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店 

 

 ＜鳥取県＞ 

  今井書店 吉成店サウンドスタジアム 

 

 ＜島根県＞ 

  今井書店 グループセンター店 STUDIO WONDER 

 

 ＜岡山県＞ 

  タワーレコード イオンモール倉敷店 

  タワーレコード アリオ倉敷店 

 

 ＜広島県＞ 

  フタバ図書 ＡＬＴＩ福山本店 

  フタバ図書 ＴＥＲＡ広島府中店 

  フタバ図書 サウンドＧＩＧＡ広島駅前店 

  フタバ図書 サウンドＭＥＧＡ中筋店 

  エディオン広島本店 東館９F ディスクシティ 

  フタバ図書 ＧＩＧＡ呉駅レクレ店 

  フタバ図書ＡＬＴＩ アルパーク北棟店 

  フタバ図書 広大前店 

  タワーレコード 広島店 



 ＜広島県＞ 

  （株）音光 

 

 ＜山口県＞ 

  フタバ図書ＧＩＧＡフレスタモール岩国店 ＣＤＶ部門 

 

 ＜徳島県＞ 

  紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店 

 

 ＜愛媛県＞ 

  明屋書店 川之江店 

 

 ＜福岡県＞ 

  フタバ図書 ＴＥＲＡイオンモール福岡店 

  タワーレコード 福岡パルコ店 

  タワーレコード 久留米店 

  タワーレコード アミュプラザ博多店 

  タワーレコード 若松店 

  タワーレコード 香椎浜店 

 

 ＜佐賀県＞ 

  紀伊國屋書店 佐賀店 

 

 ＜大分県＞ 

  ＨＭＶ パークプレイス大分 

 

 ＜鹿児島県＞ 

  We's 鹿児島店 

  タワーレコード アミュプラザ鹿児島店 

  ブックスミスミ オプシア 

  ブックスミスミ 鹿屋店 

 

 ＜沖縄県＞ 

  タワーレコード 那覇リウボウ店 

 

 ＜ＥＣ・オンライン＞ 

  メロンブックス通信販売 

  Sony Music Shop 

  TOWER RECORDS ONLINE 

  ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ｏｎｌｉｎｅ 

  ぐるぐる王国 

  ネオウィング 


