JO1 セカンドシングル『STARGAZER』/先着予約特典“その他一般店”対象店舗
オンライン

Sony Music Shop
ぐるぐる王国
ネオウィング
セブンネットショッピング

北海道

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 美しが丘店
コーチャンフォー 北見店
コーチャンフォー ミュンヘン大橋店
コーチャンフォー 釧路店
吉崎レコード 楽器店
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
㈱玉光堂 パセオ店
㈱玉光堂 棒二森屋店
㈱玉光堂 小樽本店
㈱玉光堂 四丁目店
㈱玉光堂 イオンモール札幌発寒店
㈱玉光堂 イオン千歳店
㈱玉光堂 イオン江別店
㈱玉光堂 イオン岩見沢店
㈱玉光堂 イオンモール旭川駅前店
㈱玉光堂 イオン帯広店
㈱玉光堂 帯広イトーヨーカドー店
㈱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 イオン北見店
㈱玉光堂 カテプリ店
ＣＤ ＰＬＡＺＡ ＷＡＶＥ ＭＥＧＡ ＭＡＣ店
ＣＤ ＰＬＡＺＡ ＷＡＶＥ ＷＯＷ店
紀伊國屋書店 札幌本店
文教堂 湯ノ川店
中尾書店

青森県

成田本店 しんまち店
成田本店 つくだ店
成田本店 みなと高台店
バンダレコード さくら野弘前店
未来屋書店 八戸店

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
リコルズ
アメリカンウェーブ 北上店
宮脇書店 久慈店
ORIORI produced by さわや書店

宮城県

ブックセンター 湘南栗原店
八文字屋書店 セルバ店
宮脇書店 柴田店
バンダレコード イオン仙台中山店
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 イオンモール利府店
バンダレコード イオンモール名取店
バンダレコード スクラム古川店
バンダレコード スクラム大河原店
銀座山野楽器 仙台店
新星堂 ザ・モール仙台長町店

秋田県

柏谷楽器店 駅前店

山形県

八文字屋 長井店
ＴＥＮＤＯ八文字屋
丸井八文字屋
みずほ八文字屋
八文字屋 北店
八文字屋 鶴岡店
バンダレコード イオン東根店
こまつ書店 寿町本店
未来屋書店 山形南店
未来屋書店 天童店
宮脇書店 ヨークタウン成沢店

福島県

We's 会津若松店
ＳＡＳＹＵ 鎌田店
バンダレコード 福島西道路店
バンダレコード イオン福島店
スーパーブックス 新白河店
岩瀬書店 八木田店プラスゲオ

岩瀬書店 富久山店プラスゲオ

茨城県

リブロ ひたちなか店
バンダレコード イオンモール土浦店
バンダレコード イオンモールつくば店
ＡＣＡＤＥＭＩＡ イーアスつくば店

栃木県

くまざわ書店 宇都宮店ＣＤショップ
くまざわ書店 宇都宮インターパーク店
スーパーブックス 今市店
文真堂書店 足利助戸店

群馬県

紀伊國屋書店 前橋店
文真堂書店 新井店
文真堂書店 上中居店
文真堂書店 相生店
文真堂書店 大間々店
文真堂書店 原町店
文真堂書店 上原店
TIME CLIP 渋川中央店
文真堂書店 倉賀野店

埼玉県

よむよむ 草加松原店
アットマークジュエリー
バンダレコード 新所沢パルコ店

バンダレコード 本川越ペペ店
バンダレコード ららぽーと新三郷店
バンダレコード ステラタウン大宮店
銀座山野楽器 そごう大宮店
銀座山野楽器 イオンモール北戸田店
銀座山野楽器 ワルツ所沢店
銀座山野楽器 丸広上尾店
銀座山野楽器 そごう川口店
紀伊國屋書店 さいたま新都心店
くまざわ書店 川口ララガーデン店
ＭＵＳＩＣ ＭＥＤＩＡ 菖蒲店
文真堂書店 北越谷店
文真堂書店 秩父黒谷店
文真堂書店 幸手店

千葉県

多田屋 サンピア店
カミヤマ サウンドステーション
バンダレコード テラスモール松戸店
バンダレコード イオンマリンピア店
バンダレコード イトーヨーカドー八千代店
銀座山野楽器 そごう千葉店
ときわ書房 本八幡スクエア店
新星堂 カルチェ５柏店
紀伊國屋書店 流山おおたかの森店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 船橋店
未来屋書店 銚子店
文教堂 浦安西友店
文教堂 行徳店
ブックマルシェ 我孫子店
オークスブックセンター 南柏店プラスゲオ
ＭＥＤＩＡ 木更津店
博文堂書店 君津店

東京都

コーチャンフォー 若葉台店
㈱五番街 東武プラザ店
㈱紀伊國屋書店 新宿本店
バンダレコード ＬＩＶＩＮ田無店
バンダレコード イオン板橋店
バンダレコード イトーヨーカドー赤羽店
銀座山野楽器 南町田店
銀座山野楽器 成城コルティ店
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 小田急新宿店
銀座山野楽器 府中フォーリス店
銀座山野楽器 セレオ八王子店
銀座山野楽器 調布パルコ店
山野楽器 銀座本店(4Ｆ)
新星堂 国分寺駅ビル店
未来屋書店 南砂店
くまざわ書店 ＩＹ大森店
くまざわ書店 ＩＹ八王子店
スーパーブックス 竹ノ塚駅前店
ブックスオオトリ 四つ木メディア店

神奈川県

バンダレコード ららぽーと海老名店
バンダレコード ららぽーと湘南平塚店
バンダレコード イオン金沢八景店
バンダレコード 綾瀬タウンヒルズ店
銀座山野楽器 本厚木ミロード店
銀座山野楽器 新百合ヶ丘エルミロード店
銀座山野楽器 ラスカ平塚店
銀座山野楽器 ミウィ橋本店
銀座山野楽器 たまプラーザ テラス店

銀座山野楽器 辻堂店
銀座山野楽器 相模大野ステーションスクエア店
紀伊國屋書店 横浜店
勝木書店 ＫａＢｏＳ宮前平店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 座間店
未来屋書店 大和店
文教堂 R412 店
文教堂 溝ノ口駅前店
文教堂 横須賀モアーズ店
川上書店 ラスカ店
くまざわ書店 久里浜店
くまざわ書店 横須賀店

新潟県

We's 新潟西店
We's イオン長岡店
紀伊國屋書店 新潟店
ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA 巻店
ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA 吉田店
ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA 燕三条店
ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA 五泉店
ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA 三条四日町店
サウンドエース

山梨県

玉光堂 セレオ甲府店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 甲府店
メディアランドカトー本店

長野県

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 若槻店
平安堂 諏訪店
平安堂 座光寺店
平安堂 飯田店
平安堂 塩尻店
平安堂 あづみ野店
平安堂 伊那店
笠原書店 本店
笠原書店 レイクウォーク店

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
バンダレコード三島店
文教堂 伊東店
大垣書店 イオンモール富士宮店
イケヤ文楽館 高丘店
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
㈱音楽堂 サカエチカ店
えみたす長久手店

バンダレコード イオンモール新瑞橋店
バンダレコード イオンモール名古屋茶屋店
バンダレコード イオンモール長久手店
紀伊國屋書店名古屋空港店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 常滑店
くまざわ書店 岩倉店
あおい書店 半田店
あおい書店 豊川店
本のメグリア三好店
紀伊國屋書店 プライムツリー赤池店
本の王国刈谷店

三重県

ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ久居店
ハーミットクラブ イオン津店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 東員店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 津南店
ＭＥＤＩＡ 松阪店
宮脇書店四日市本店
宮脇書店 久居店
コメリ書房 松阪店

岐阜県

平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡノースウエスト店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 岐阜店
こみかるはうす 関店

富山県

紀伊國屋書店 富山店
ＢＯＯＫＳなかだ 魚津店

ＢＯＯＫＳなかだ 婦中店
トオンミュージック ファボーレ店
ＢＯＯＫＳなかだ 大沢野店
ＢＯＯＫＳなかだ 北の森店
未来屋書店 となみ店

石川県

ＢＯＯＫＳなかだ イオンかほく店
きくざわ書店 アルプラザ鹿島店
北国書林Ｖサウンド アルプラザ金沢店
北国書林Ｖサウンド 松任店
北国書林Ｖサウンド 辰口店
平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡ津幡店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 御経塚店

福井県

紀伊國屋書店 福井店
平和書店 アル・プラザ鯖江店
平和書店 アル・プラザ敦賀店
勝木書店 ＫａＢｏＳ大野店
勝木書店Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳ敦賀店
勝木書店Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳ鯖江店
勝木書店Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳワッセ店
勝木書店Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳ大和田店
勝木書店 ＫａＢｏＳベル店
勝木書店Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳ新二の宮店

滋賀県

ＪＥＵＧＩＡ 草津Ａ・ＳＱＵＡＲＥ店
北田レコード
平和書店 坂本店

平和書店 アル・プラザ彦根店
平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡ堅田店
平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡ能登川店
平和書店 アル・プラザ栗東店
平和書店 アル・プラザ水口店
平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡあどがわ店
ハイパーブックス 長浜店
ハイパーブックス 彦根店
サンミュージック 長浜店
サンミュージック 近江八幡店
ハイパーブックス 八日市店
ハイパーブックス 駒井沢店
ハイパーブックス かがやき通り店
未来屋書店 大津京店
大垣書店 一里山店

京都府

ＪＥＵＧＩＡ イオン久御山店
ＪＥＵＧＩＡ 三条本店 １Ｆ
ＪＥＵＧＩＡ [Basic.]
CD・ないとう 西友亀岡店
ディスクハウス オズ
平和書店 アル・プラザ宇治東店
平和書店 アル・プラザ京田辺店
平和書店 ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店
さとうバザールタウン舞鶴
くまざわ書店 桃山店
大垣書店 ビブレ店
大垣書店 イオンモール京都店
大垣書店 高島屋店
大垣書店 二条駅店
大垣書店 京都ファミリー店
大垣書店 亀岡店
大垣書店 醍醐店

大垣書店 イオンモール京都桂川店
大垣書店 イオンモール京都五条店

大阪府

ミヤコ イオンモール大日店
ＪＥＵＧＩＡ イオン茨木店
ＪＥＵＧＩＡ 上本町近鉄店
㈱紀伊國屋書店 梅田本店
銀座山野楽器 イオンモール鶴見緑地店
銀座山野楽器 リノアス八尾店
紀伊國屋書店 グランフロント大阪
平和書店 アル・プラザ枚方店
平和書店 アル・プラザ香里園店
平和書店 アル・プラザ茨木店
平和書店 フレンドタウン深江橋店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 堺鉄砲町店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ りんくう泉南店
未来屋書店 新茨木店
未来屋書店 大阪ドームシティ店
未来屋書店 日根野店
ＡＣＴＩＶＥ
WAY 書店 TSUTAYA 富田林店
大垣書店 豊中緑丘店
宮脇書店 泉佐野店

兵庫県

ミヤコ イオンモール伊丹昆陽店
姫路レコード店 本店
エディオン 垂水店
毎日舎蓄音器店
サウンド エリア センティ
紀伊國屋書店 加古川店

ＡＬＡＮＮ 新三木店
WAY 書店 TSUTAYA 西明石店
大垣書店 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店
宮脇書店 イオン洲本店
紀伊國屋書店 川西店

奈良県

玉光堂 イオンモール奈良登美が丘店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 大和郡山店
TSUTAYA WAY 御所店
WAY 書店 TSUTAYA 天理店
啓林堂書店 大和郡山店
啓林堂書店 奈良店
宮脇書店 奈良店

和歌山県

ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ オークワ本社店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ 岩出店
ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＡＹ オーシティ前 田辺店
未来屋書店 和歌山店
TSUTAYA WAY 串本店
TSUTAYA WAY 有田川店
WAY 書店 TSUTAYA 美浜店
TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店
スーパーセンターWAY 南紀店
TSUTAYA WAY 和歌山高松店
WAY 書店 パビリオンシティ田辺店
TSUTAYA WAY 橋本店
くまざわ書店 和歌山ＭＩＯ店

徳島県

紀伊國屋書店 徳島店
紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 徳島店
ブックシティ 平惣徳島店
カルチャーシティ 平惣書店タクト店
カルチャーシティ 平惣小松島店

香川県

デュークショップ 高松店
紀伊國屋書店 丸亀店
宮脇書店 三豊店
宮脇書店 イオン高松店
宮脇書店 十川店

愛媛県

デュークショップ 松山店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 新居浜店
明屋書店 石井店
明屋書店 空港通り店
明屋書店 ＭＥＧＡ平田店
明屋書店 ＭＥＧＡ西の土居店
明屋書店 西条福武店
明屋書店 川之江店
明屋書店 今治本店
明屋書店 大洲店
明屋書店 八幡浜店
明屋書店 宇和島明倫店
宮脇書店 今治店

鳥取県

ブックセンターコスモ 吉方店
今井書店 吉成店サウンドスタジアム
STUDIO WONDER イオンモール日吉津店
宮脇書店 鳥取北店
ブックセンターコスモ 出雲店
ブックセンタージャスト 浜田店
ブックセンタージャスト 高津店
STUDIO WONDER ゆめタウン出雲店
今井書店 グループセンター店 STUDIO WONDER
今井書店 木次マルシェリーズ店

広島県

紀伊國屋書店 ゆめタウン廿日市店
フタバ図書 ＴＥＲＡ広島府中店
フタバ図書 ＡＬＴＩアルパーク北棟店
フタバ図書 ＡＬＴＩ福山本店
フタバ図書 サウンドＧＩＧＡ広島駅前店
エディオン 広島本店 東館９F ディスクシティ
フタバ図書 サウンドＭＥＧＡ中筋店
フタバ図書 ＧＩＧＡ祇園店
フタバ図書 ソフトピア海田
フタバ図書 ＧＩＧＡ呉駅レクレ店
フタバ図書 ＧＩＧＡ五日市店
フタバ図書 紙屋町店
廣文館 みどり書店
宮脇書店 神辺店
啓文社 イオン三原店

山口県

フタバ図書 ＧＩＧＡフレスタモール岩国店 ＣＤＶ部門
文榮堂 ヴィレッジヴォイス
明屋書店 光店
明屋書店 柳井店
明屋書店 ＭＥＧＡ大内店
明屋書店 小郡店
明屋書店 厚狭店
明屋書店 長門店
明屋書店 ＭＥＧＡ新下関店
明林堂書店 ゆめタウン下松店
明林堂書店 フジ西宇部店
明林堂書店 フジ宇部店
宮脇書店 ゆめシティ店

福岡県

フタバ図書 ＴＥＲＡイオンモール福岡店
フタバ図書 ＧＩＧＡ春日店 ＣＤＶ
ＢＯＯＫＳ あんとく三潴店
ヨシダ楽器 イオン福岡伊都店
㈱松田楽器店
積文館 小田部店
積文館 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
積文館 大野城店
ブックセンタークエスト エマックス久留米店
積文館書店 筑紫野店
紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店
未来屋書店 大牟田店
Ａ’ＢＯＯＫ イオン穂波店
明屋書店 小倉沼新町店
明屋書店 宗像店

明林堂書店 イオン甘木店
福岡金文堂 大川店
福岡金文堂 行橋店

佐賀県

積文館書店 江北店
積文館 伊万里店
積文館 上峰店
積文館 有田店
紀伊國屋書店 佐賀店
明林堂書店 ゆめタウン武雄店

長崎県

平和ビル㈱
明林堂書店 イオン大村店
メトロ書店 本店

熊本県

ＢＯＯＫＳ あんとく荒尾店
ムラヤマレコード 宇土シティモール店
紀伊國屋書店 熊本はません店
ブックスミスミ 人吉店
明林堂書店 長嶺店
明林堂書店 サンピアン店
明林堂書店 ゆめタウン八代店

大分県

リブロ 大分わさだ店
明屋書店 日田店
明屋書店 宇佐店

くまざわ書店 大分明野店
明林堂書店 ゆめタウン中津店
明林堂書店 大分本店
明林堂書店 ゆめタウン別府店
明林堂書店 青山店
紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店

宮崎県

ＴＳＵＴＡＹＡ 都城店
ブックスミスミ

日向店

明林堂書店 小林店
田中書店 イオンモールミエル都城駅前店
見聞読タナカ日南店

鹿児島県

We's 鹿児島店
十字屋 ＣＲＯＳＳ
紀伊國屋書店 鹿児島店
ブックスミスミ オプシア
ブックスミスミ 七ツ島店
ブックスミスミ 加治木バイパス店
ブックスミスミ 鹿屋店
明屋書店 川内店
ブックセンターリリーズ 姶良店

沖縄県

サウンドボックス ミツトモ
未来屋書店 沖縄ライカム店
宮脇書店 イオン南風原店

