
Silent Siren「ラッキーガール」　特典：オリジナルハガキ　付与店リスト		

都道府県 店名

北海道 CD PLAZA WAVE 室蘭店

北海道 We's士別店

北海道 We's石狩緑苑台店

北海道 大道時計楽器店

北海道 ミュージックランドおおみち

北海道 玉光堂　パセオ店

北海道 玉光堂　イオン江別店

北海道 山野楽器　函館店

北海道 玉光堂　四丁目店

北海道 玉光堂　イオン千歳店

北海道 玉光堂　イオンモール釧路昭和店

北海道 玉光堂　イオン北見店

北海道 玉光堂　ポールタウン店

北海道 玉光堂　イオン小樽店

北海道 玉光堂　イオン藻岩店

北海道 玉光堂　オーロラタウン店

北海道 吉崎レコード　楽器店

北海道 玉光堂　イオンモール札幌平岡店

北海道 玉光堂　新さっぽろ店

北海道 玉光堂　帯広イトーヨーカドー店

北海道 玉光堂　イオン釧路店

北海道 玉光堂　五稜郭店

北海道 玉光堂　イオン帯広店

北海道 玉光堂　イオン岩見沢店

北海道 玉光堂　フィール旭川店

北海道 玉光堂　イオンモール札幌発寒店

北海道 玉光堂　イオン桑園店

北海道 玉光堂　ダイエー琴似店

北海道 玉光堂　小樽駅前店

北海道 コーチャンフォー美しが丘店

北海道 コーチャンフォー釧路店

北海道 コーチャンフォーミュンヘン大橋店

北海道 コーチャンフォー新川通り店

北海道 コーチャンフォー旭川店

北海道 コーチャンフォー北見店

青森県 成田本店 みなと高台店

青森県 バンダレコード さくら野弘前店

岩手県 Ｍ＇ｓレコード　盛岡南店

岩手県 Ｍ＇ｓレコード　アルテ店

岩手県 Ｍ＇ｓ　ＥＸＰＯ　盛岡店



岩手県 バンダレコード イオン盛岡南店

岩手県 東山堂　三ツ割店

宮城県 バンダレコード 仙台泉大沢店

宮城県 バンダレコード イオンモール名取店

福島県 バンダレコ－ド 福島西道路店

福島県 バンダレコード イオン福島店

福島県 文教堂　新白河店

福島県 佐周書店

栃木県 宮脇書店　佐野店

栃木県 タイムクリップ　佐野店

茨城県 バンダレコード イオンモールつくば店

群馬県 紀伊國屋書店前橋店

群馬県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　伊勢崎店

群馬県 タイムクリップ　新井店

群馬県 タイムクリップ　大間々店

群馬県 文真堂書店　上原店

埼玉県 バンダレコ－ド 所沢店

埼玉県 バンダレコ－ド 本川越ぺぺ店

埼玉県 バンダレコード イオン大井店

埼玉県 バンダレコード イオン大宮店

埼玉県 バンダレコード 新所沢パルコ店

埼玉県 バンダレコード ステラタウン店

埼玉県 紀伊國屋書店さいたま新都心店フォレスト

埼玉県 ＷｏｎｄｅｒＧＯＯ　本庄店

千葉県 アビーロード　松戸店

千葉県 U-Dio

千葉県 文教堂　ユーカリが丘店

東京都 バンダレコ－ド LIVIN田無店

東京都 バンダレコード イオン板橋ショッピングセンター店

東京都 ヨドバシカメラ マルチメディア Akiba

東京都 五番街

神奈川県 久美堂　愛川店

神奈川県 久美堂　伊勢原店

神奈川県 メディアステーションＢＩＧ　金沢八景店

神奈川県 ヤジマレコード　サニーズミュージック

神奈川県 ヨドバシカメラ マルチメディア横浜

新潟県 紀伊國屋書店新潟店ＤＶＤ

長野県 ＣＤ・ＤＶＤのライオン堂 高宮店

長野県 ＣＤ・ＤＶＤのライオン堂 カタクラモール店

長野県 平安堂座光寺店

静岡県 イケヤ　文楽館　高林店　ＣＤ館

静岡県 イケヤ　浜松メイワン店

静岡県 イケヤ　イオンモール浜松志都呂店



静岡県 イケヤ　沼津イシバシプラザ店

静岡県 イケヤ　文楽館湖西店

静岡県 イケヤ　アピタ島田店

静岡県 イケヤ文楽館　高丘店

静岡県 イケヤ　プレ葉ウォーク浜北店

静岡県 イケヤ文楽館　磐田東店

愛知県 イケヤ　イオン小牧店

愛知県 フタバ図書　ＴＥＲＡワンダーシティ店

愛知県 名豊ミュージック　豊橋本店

愛知県 バンダレコード　イオンモール新瑞橋店

愛知県 本の王国刈谷店

愛知県 夢屋書店豊田若林店

愛知県 夢屋書店半田店

愛知県 夢屋書店安城店

愛知県 いまじん春日井南店

愛知県 いまじんウイングタウン岡崎店

愛知県 いまじん中川戸田店

愛知県 いまじん瀬戸店

愛知県 いまじん稲沢店

岐阜県 メディアステーションＢＩＧ　岐阜店

岐阜県 いまじん大垣店

三重県 メディアステーションBIG　東員店

三重県 シェトワ白揚四日市店ＡＶ館

三重県 白揚ミタス伊勢店

石川県 ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店

石川県 勝木書店ＫａＢｏＳ大桑店

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店

福井県 松木屋　エルパ店

滋賀県 ハイパーブックス　長浜店

滋賀県 ハイパーブックス　彦根店

京都府 ＡＢＣ　京田辺店

京都府 ミュージックショップBIG　高の原店

大阪府 ディスクピア　日本橋店 

大阪府 ミヤコ　イオンモール大日店 

兵庫県 音楽市場ビギン

兵庫県 ミヤコ　イオンモール神戸北店 

兵庫県 玉光堂　イトーヨーカドー姫路広畑店

兵庫県 メディアステーションＢＩＧ　つかしん店

岡山県 エディオン倉敷本店　ＤＩＳＣ　Ｃｉｔｙコーナー

広島県 フタバ図書　サウンドＭＥＧＡ祇園中筋店

広島県 フタバ図書　ＴＥＲＡ広島府中店 

広島県 フタバ図書ＡＬＴＩ　アルパーク北棟店　ＣＤＶ部門

広島県 フタバ図書　ＡＬＴＩ福山本店ＣＤＶ部門



鳥取県 STUDIO WONDERイオンモール日吉津店

島根県 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER

島根県 STUDIO WONDERイオン松江店

香川県 マジカルガーデン高松太田店

福岡県 ミュージックプラザインドウ

福岡県 ブックセンタークエスト小倉本店

宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　都城店

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　鹿屋店

オンラインショップ Sony Music Shop

オンラインショップ ネオ・ウィング


