
『TSUNA』　第7号　設置場所

※在庫状況や設置方法などは各店舗等にお問合せください。 2013/9/30 現在

一般店舗など

古本とビール　アダノンキ 〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西6-8-2 第2三谷ビル2F

Café de Lucille 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-4-20

相撲茶屋　照剛 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-9-14

スーパーおーばん 〒994-0063 山形県天童市東長岡2-6-13

福井CHOP 〒918-8013 福井県福井市花堂東1-18-6

広岡ラン薬局 〒920-0031 石川県金沢市広岡3-1-1 金沢パークビル地下1階

お好み焼き　道とん堀 〒963-8034 福島県郡山市島2-38-21

LIVE HOUSE J 〒380-0822 長野県長野市南千歳町826 C-oneビルB1F

ナチュラルベーグル歌 〒390-0815 長野県 松本市 深志3丁目8番17号

だるま餃子.com 〒370-0824 群馬県高崎市田町119-1-102

草津釜飯屋 いいやま亭 〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町大字草津637-4

ろっきー 〒105-0004 東京都港区新橋4-11-5 池野2号ビル1F

六本木ダーツバー edge 〒106-0032 東京都港区六本木7-16-5 戸田ビル3F
麻布十番大人の隠れ家個室　4Ｆほたる 〒106-0045 東京都港区麻布十番10-1-11-10 麻布十番ビル　4Ｆ

トレーニングセンター　サンプレイ 〒110-0005 東京都台東区上野5-10-26

えつ 〒113-0034 東京都文京区湯島3-42-9 ソシアル湯島2F

彩林堂 〒114-0001 東京都北区東十条3-12-3

玉鮨 〒115-0045 東京都北区赤羽1-9-3 赤羽駅前ビル 1F 

Studio WING 〒115-0045 東京都北区赤羽2-8-2 いさみやビル 2F
もつ焼き おやじぃ 〒115-0045 東京都北区赤羽2-12-6 直井ビル1Ｆ
不二化学株式会社 〒116-0011 東京都荒川区西尾久6-15-2 ENEOS西尾久SS

cocina&bar boqueron 〒120-0034 東京都足立区千住1-32-4 江森ビル１Ｆ

タイムトンネル 〒120-0034 東京都足立区千住3丁目66

焼鳥わりん 〒121-0815 東京都足立区島根2-6-7

酒屋バル nibu 〒123-0852 東京都足立区関原3-28-11

二毛作 〒124-0012 東京都葛飾区立石1-19-2

一休 〒125-0041 東京都葛飾区東金町3-40-1

両国国技館 〒130-0015 東京都墨田区横網1-3-28

王道 両国店 〒130-0015 東京都墨田区横網1-3-10

ひら井 御中 〒130-0021 東京都墨田区緑1-14-5

肉のナグモ 御中 〒130-0021 東京都墨田区緑3-13-7 ライオンズマンション1F

トマティスリスニングセンター東京 〒130-0026 東京都墨田区両国4-30-1 両国4丁目ビル3F

あみはりきゅう整骨院 〒130-0026 東京都墨田区両国4-37-4

甘夏書店 〒131-0033 墨田区向島5-50-3 鈴木荘1階

そら庵 〒135-0006 東京都江東区常盤1-1-1

牡丹屋クリーニング 御中 〒135-0007 東京都江東区新大橋3-9-1 シャローム森下1F

天海地 〒135-0046 東京都江東区牡丹2-10-1 リヴェール河庄1F

キャトルアブリール 〒142-0062 東京都品川区小山3-19-5

株式会社グランイーグル 〒144-0051 東京都大田区西蒲田七丁目12番2号 グランイーグル西蒲田第二ビル

居酒屋　一輝 〒144-0051 東京都大田区西蒲田5-27-19

蒲田オナベバー＆オカマバー『fake star』 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-26-6第2 三晃ビル1階

おさやん　蒲田店 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-1-8

しげ屋　蒲田西口店 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-8-1

渋谷CLUB CRAWL 〒150-0011 東京都渋谷区東1-25-2 マルハシビルB1



shibuya Jump 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町10-1-Ｂ1Ｆ

ONLY FREE PAPER 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15-1　 渋谷 PARCO　パート１ 4F

ちゃんこ屋鈴木ちゃん 〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-23-12

桑名屋 〒154-0015 東京都世田谷区桜新町1-13-6

しらかめ 〒156-0052 東京都世田谷区経堂1-27-13 ディアコート経堂　1F

カド 〒162-0817 東京都新宿区赤城元町1-32

東中野とら 〒164‑0003 東京都中野区東中野4-3-7

M'sボーカル教室 〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3-25-25 天名家ビル2F

阿佐ヶ谷　ロフトA 〒166-0004 東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-36-16-B1

美容室ボウシェヴ 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-5-8 OG タウン1F

ヴィンテージ雑貨・食器・カフェ　plateaux（プラトー） 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-14-12-2F

STUDIO DABO 〒174-0014 東京都板橋区大山東町45-4

DOT SPOT STUDIO 〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-28-5

吉祥寺WARP 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-30-10

ストレッチ＆コンディショニングめんてな 〒183-0027 東京都府中市本町2-24-27

O'Brien's Irish Pub 〒223-0062 横浜市港北区日吉本町1-19-2

club Lizard 〒231-0023 横浜市中区山下町31 ミヨシビルB1F

247 〒236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-2-3 シエルグラン　１F

カラオケ喫茶チャップリン 〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田135－6

松戸市タイヤ屋 ヴィヴィッド 〒270-2231 千葉県松戸市稔台1086-1

おんぷ薬局　のぎく野 〒270-2243 千葉県松戸市野菊野6-6-106

北松戸家庭料理 藤絵 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷584-1 北松戸第三京葉ハイツ1F

市川市作業衣屋 KINGSWORK 〒272-0001 千葉県市川市二俣1-7-20

SOUND STUDIO OZ 〒302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘1-2414-11

メルシーランドリー船場店 〒319-1115 茨城県那珂郡東海村船場721-20

Livehouse KYARA 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤3-1-13

CAMEL STUDIO 〒332-0002 埼玉県川口市弥平3-5-23　 CAMEL STUDIO

中華料理香翠 〒332-0002 埼玉県川口市弥平1-1-9

美容室Funny 〒332-0003 埼玉県川口市東領家2-34-17

沖縄料理　ぐすく 〒332-0006 埼玉県川口市末広3-14-17

LIVE HOUSE HEARTS 〒332-0034 埼玉県川口市並木2-10-25

ＨＭＶイオンモール川口前川 〒333-0842 埼玉県川口市前川1-1-11 イオンモール川口前川3F

Performance Area CARGO 〒334-0004 埼玉県川口市大字辻1178

沼津Quars 〒410-0801 静岡県沼津市大手町2-4-10

BAR & KITCHEN   RED SPICE 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田3-32-20

鎌倉文庫　今池ガスビル店 〒464-0850 名古屋市千種区今池1-8-8 今池ガスビル1F

（有）ホームショップつげ 〒507-0038 岐阜県多治見市白山町4丁目43-1

伊勢RHITHM 〒516-1102 三重県伊勢市佐八町1154-4

ライブハウス　エレバティ 〒532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本 2-21-4 JR高架下
立ち呑み　Ｑ 〒542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前13-4
株式会社　げんじ商店 〒555-0043 大阪府大阪市西淀川区大野3-3-9
㈱東本商店 〒563-0011 大阪府池田市伏尾町595-2
ハッピース枚方 〒573-1196 大阪府枚方市中宮本町3-15

和三カフェ～WAMI　CAFÉ 〒630-8042 奈良県奈良市西ノ京町408-3

理容　マエゾノ 〒657-0825 兵庫県神戸市灘区中原通6-6-16　 パールシティ王子公園1F

山口情報芸術センター 〒753-0075 山口県山口市中園町7-7

（有）フクタレコード 〒770-0912 徳島県徳島市東新町1-13-2

岡村歯科医院 〒787-1601 高知県四万十市西土佐江川崎2396



株式会社オルドス家 〒812-0011 福岡県博多区博多駅前3-7-9

吉田英語塾 御中 〒832-0023 福岡県柳川市京町36-1

Miharus_Room201 〒870-0035 大分県大分市中央町3丁目5-16 wazawazaビル 201

食堂寿来 〒900-0013 沖縄県那覇市牧志2-14-9 高良ビル1F

タワーレコード 東京都杉並区高井戸東2-26-9

タワーレコード苫小牧店 〒053-0053 北海道苫小牧市柳町3丁目1-20 イオンモール苫小牧 2F

タワーレコードアリオ札幌店 〒065-0007 北海道札幌市東区北7条東9丁目2番20号 アリオ札幌 3F

タワーレコード秋田店 〒010-0874 秋田県秋田市千秋久保田町4-2 秋田フォーラス B1F

タワーレコード盛岡店 〒020-0148 岩手県盛岡市前潟4-7-1 イオンモール盛岡 2F

タワーレコード下田店 〒039-2112 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 イオンモール下田 2F

タワーレコード新潟店 〒950-0149 新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1-1 イオンモール新潟南

タワーレコード金沢フォーラス店 〒920-0849 石川県金沢市堀川新町3番1号 金沢フォーラス 4F

タワーレコード郡山店 〒963-8002 福島県郡山市駅前1-16-7 ATi郡山 6F

TOWERmini東京駅八重洲口店 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1F

タワーレコード秋葉原店 〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシAkibaビル 7F

TOWERmini汐留店 〒105-0021 東京都港区東新橋1-5-25 地先地下店舗B1F

タワーレコードアリオ亀有店 〒125-0061 東京都葛飾区亀有3丁目49番3号 アリオ亀有 アリオモール 2F

タワーレコード錦糸町店 〒130-0012 東京都墨田区太平4丁目1番2号 オリナスモール 4F

タワーレコード新宿店 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1 フラッグス 7F- 10F

タワーレコード池袋店 〒170-0014 東京都豊島区東池袋1-50-35 池袋P'パルコ 5F / 6F

タワーレコードリヴィン光が丘店 〒179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1 リヴィン光が丘5階

タワーレコード吉祥寺店 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-19-1 ヨドバシ吉祥寺 6F

タワーレコード八王子店 〒192-0046 東京都八王子市明神町3-27-1 京王八王子ショッピングセンター 5F

タワーレコード町田店 〒194-0013 東京都町田市原町田6-2-6 町田モディ 6F

タワーレコード聖蹟桜ヶ丘店 〒206-0011 東京都多摩市関戸4-72 聖蹟桜ヶ丘OPA 4F

タワーレコード川崎店 〒210-0023 神奈川県川崎市川崎区小川町4-1 LA CITTADELLA A棟 1F

タワーレコード横浜モアーズ店 〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-3-1 横浜岡田屋モアーズ 6F

タワーレコード横浜みなとみらい店 〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1番7号 Colette・Mare みなとみらい４F

タワーレコード西武東戸塚店 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町536-1 オーロラモールアネックス館　6F

タワーレコード小田原店 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町2-9-33 アプリ 3F

タワーレコード藤沢店 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢22-3 藤沢OPA 8F

タワーレコードアリオ橋本店 〒252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町1-22 アリオ橋本1階

タワーレコード千葉店 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-2-2 千葉パルコ 7F

タワーレコードアリオモール蘇我店 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町52-7 アリオモール 2F

TOWERmini西武船橋店 〒273-0005 千葉県船橋市本町1-2-1 西武船橋店 8F

タワーレコード津田沼店 〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-23-1 イオンモール津田沼 2F

タワーレコード柏店 〒277-0005 千葉県柏市柏1-2-8 システムランドビル 4F / 5F

タワーレコードLALAガーデンつくば店 〒305-0034 茨城県つくば市小野崎字千駄苅278－1 LALAガーデンつくば2階

タワーレコード浦和店 〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11番1号 浦和パルコ 4F

タワーレコード北戸田店 〒335-0032 埼玉県戸田市美女木東1-3-1 イオンモール北戸田 3F

タワーレコードレイクタウン店 〒343-0826 埼玉県越谷市東町2-8 イオンレイクタウン B街区 mori 3F

タワーレコード高崎店 〒370-0052 群馬県高崎市旭町34-5 旭町ビル 2F

タワーレコード上田店 〒386-0018 長野県上田市常田2-12-18 イオン上田ショッピングセンター 2F

TOWERminiアリオ松本店 〒390-0815 長野県松本市深志1－2－30 アリオ松本6階

タワーレコード　ららぽーと磐田店 〒438-0801 静岡県磐田市高見丘1200番 三井ショッピングパーク ららぽーと磐田2F

タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1-2-2 近鉄パッセ 9F

タワーレコード熱田店 〒456-0023 愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11 イオンモール熱田3F



タワーレコード大高店 〒459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字奥平子1－1 イオンモール大高3階

タワーレコード名古屋パルコ店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ東館 6F

タワーレコード東浦店 〒470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字申新田二区67-8 イオンモール東浦 2F

タワーレコードモレラ岐阜店 〒501-0406 岐阜県本巣市三橋1100 モレラ岐阜 2F
タワーレコード鈴鹿店 〒513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山 4-1-2 イオンモール鈴鹿 1F
タワーレコード大津店 〒520-0806 滋賀県大津市打出浜14-30 大津パルコ 5F

タワーレコード梅田大阪マルビル店 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル B1F

タワーレコード梅田NU茶屋町店 〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町10-12 NU chayamachi 6F

タワーレコード難波店 〒542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前 12-22 難波センタービル4F・5F・6F

タワーレコードあべのHoop店 〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 あべのHoop 6階

タワーレコード泉南店 〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南 2F

タワーレコード北花田店 〒591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 イオンモール堺北花田 4F

タワーレコード京都店 〒604-8027 京都府京都市中京区河原町通四条上る河原町 OPA 9F

タワーレコード橿原店 〒634-0837 奈良県橿原市曲川町7-20-1 イオンモール橿原 3F

タワーレコード神戸店 〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通7-1-1 ミント神戸 6F

タワーレコード姫路店 〒670-0926 兵庫県姫路市東駅前町100 姫路フォーラス WEST 5F

タワーレコード明石店 〒673-0886 兵庫県明石市東仲ノ町6-1 アスピア明石 南館 2F

タワーレコード岡山店 〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30 岡山オーパ 4F

タワーレコードイオンモール倉敷店 〒710-0802 岡山県倉敷市水江1番地 イオンモール倉敷 2F

タワーレコードアリオ倉敷店 〒710-0813 岡山県倉敷市寿町12番2号 アリオ倉敷　2F

タワーレコード広島店 〒730-0034 広島県広島市中区新天地2-1 広島パルコ 新館 9F

タワーレコード高松丸亀町店 〒760-0029 香川県高松市丸亀町7-16 丸亀町グリーン西館3階

タワーレコード福岡店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-11-2 ソラリアステージビル 3F・4F

タワーレコードアミュプラザ博多店 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１ ＪＲ博多シティ７階

タワーレコード香椎浜店 〒813-0016 福岡県福岡市東区香椎浜3-12-1 イオンモール香椎浜1F

タワーレコード久留米店 〒839-0865 福岡県久留米市新合川1-2-1 ゆめタウン久留米 2F

タワーレコード佐賀店 〒840-0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535 イオンモール佐賀大和2F

タワーレコード長崎店 〒850-0058 長崎県長崎市尾上町1-1 アミュプラザ長崎 4F

タワーレコード大分店 〒870-0035 大分県大分市中央町1-2-7 大分フォーラス B1F

タワーレコードイオンモール宮崎店 〒880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 イオンモール宮崎 2F

タワーレコード鹿児島店 〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町7 イオンモール鹿児島1F

タワーレコード那覇店 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2-8-19 那覇OPA 6F

ヴィレッジヴァンガード

ヴィレッジヴァンガード　札幌平岡店 〒004-0873 北海道札幌市清田区平岡三条5-276-1 イオンモール札幌平岡SC2F

ヴィレッジヴァンガード　new style札幌ピヴォ店 〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西4丁目 PIVOT4階

ヴィレッジヴァンガード　札幌パルコ店 〒060-8502 北海道札幌市中央区南1条西3丁目3番地 札幌パルコ

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール札幌発寒店 〒063-0828 北海道札幌市西区発寒八条12丁目 イオンモール札幌発寒3F

ヴィレッジヴァンガード　new styleイオンモール札幌発寒店 〒063-0828 北海道札幌市西区発寒八条12丁目 イオンモール札幌発寒1F

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール苫小牧店 〒053-0053 北海道苫小牧市柳町3 イオンモール苫小牧SC2F

ヴィレッジヴァンガード　ノース店 〒078-8308 北海道旭川市旭神町2条3丁目1番14号

ヴィレッジヴァンガード　イオン秋田中央店 〒010-0029 秋田県秋田市楢山川口境5-11 イオン秋田中央2F

ヴィレッジヴァンガード　秋田フォーラス店 〒010-0874 秋田県秋田市千秋久保田町4-2 秋田フォーラスB1F

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール秋田店 〒010-1411 秋田県秋田市御所野地蔵田1-1-1 イオンモール秋田SC3F

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール大曲店 〒014-0033 秋田県大仙市和合字坪立177番地 イオンモール大曲ＳＣ2Ｆ

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール盛岡店 〒020-0148 岩手県盛岡市前潟4-7-1 イオンモール盛岡2F

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール盛岡南店 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮七丁目1番1号 イオンモール盛岡南SC3F

ヴィレッジヴァンガード　北上店 〒024-0094 岩手県北上市本通り2-2-1 さくら野北上4F



ヴィレッジヴァンガード　アウガ青森店 〒030-0801 青森県青森市新町1-3-7 AugA 3F

ヴィレッジヴァンガード　イオン十和田店 〒034-0041 青森県十和田市大字相坂字六日町山169 イオンスーパーセンター十和田1F

ヴィレッジヴァンガード　弘前さくら野店 〒036-8092 青森県弘前市城東北3-10-1 さくら野弘前3階

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール下田店 〒039-2112 青森県上北郡おいらせ町中野平40-1 イオンモール下田2F

ヴィレッジヴァンガード　仙台フォーラス店 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-11-15 仙台フォーラス8F

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール利府店 〒981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前22

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール名取店 〒981-1294 宮城県名取市杜せきのした５丁目３番地1 イオンモール名取 2F

ヴィレッジヴァンガード　new styleイオンモール名取店 〒981-1294 宮城県名取市杜せきのした5丁目3番地の1 イオンモール名取　1F

ヴィレッジヴァンガード　イオンタウン仙台泉大沢店 〒981-3137 宮城県仙台市泉区七北田字大沢杢田1-5-１ イオンタウン仙台泉大沢ＳＣ2階

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール石巻店 〒986-0861 宮城県石巻市蛇田字新金沼170番地 イオンモール石巻ＳＣ　１Ｆ

ヴィレッジヴァンガード　ブーフ郡山店 〒963-8022 福島県郡山市西ノ内2-11-35 西部プラザ1F

ヴィレッジヴァンガード　イオンタウン郡山店 〒963-8812 福島県郡山市松木町2-88 イオンタウン郡山おしゃれ館内

ヴィレッジヴァンガード　西武福井店 御中 〒910-8582 福井県福井市中央1-8-1 西武福井新館3F

ヴィレッジヴァンガード　イオンタウン金沢示野店 御中 〒920-0058 石川県金沢市示野中町79街区1 イオンタウン金沢示野SC1F

ヴィレッジヴァンガード　ファボーレ店 御中 〒939-2716 富山県富山市婦中町下轡田165-1 ファボーレ2F

ヴィレッジヴァンガード　リバーサイド千秋店 御中 〒940-2108 新潟県長岡市千秋2丁目278番地 リバーサイド千秋2F

ヴィレッジヴァンガード　新潟ビルボードプレイス店 御中 〒950-0909 新潟県新潟市中央区八千代2-1-2 万代シティビルボードプレイス4F

ヴィレッジヴァンガード　アピタ新潟西店 御中 〒950-2023 新潟県新潟市西区小新白鳥474 アピタ新潟西2F

ヴィレッジヴァンガード　お茶の水店 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-14 ILUSAビルB1

ヴィレッジヴァンガード　ラクーア店 〒112-0003 東京都文京区春日1-1-1 東京ドームシティ　ラクーア4F

ヴィレッジヴァンガード　西葛西店 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西7-3-8 メゾンアルファ1F

ヴィレッジヴァンガード　V-FORT店 〒135-0064 東京都江東区青海1丁目地先 パレットタウン内

ヴィレッジヴァンガード　マルイシティ渋谷店 〒150-0041 東京都渋谷区神南１丁目２１−３　 マルイ渋谷５F

ヴィレッジヴァンガード　渋谷宇田川店 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町33-1 渋谷グランド　B1Ｆ

ヴィレッジヴァンガードフリークス渋谷パルコ店 〒150-8377 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ　6F

ヴィレッジヴァンガード　自由が丘店 〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-25-8 自由が丘ミキオビルB1F

ヴィレッジヴァンガード　三軒茶屋店 〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目34番12号

ヴィレッジヴァンガード　下北沢店 〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-10-15　 マルシェ下北沢

ヴィレッジヴァンガード　二子玉川ライズ店 〒158-0094 東京都世田谷区玉川二丁目２１番１号 二子玉川ライズ・ショッピングセンター・リバーフロント４階

ヴィレッジヴァンガード　新宿ルミネエスト店 〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目38-1 ルミネエスト新宿

ヴィレッジヴァンガード　新宿マルイアネックス店 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-26 7F

ヴィレッジヴァンガード　高円寺店 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南3-46-10 アクティオーレ高円寺南１階・２階

ヴィレッジヴァンガード　高田馬場店 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-28-2 コーア諏訪ビルB1F

ヴィレッジヴァンガード　オンザコーナー店 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ6F

ヴィレッジヴァンガード　new style吉祥寺ロフト店 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-1 吉祥寺ロフト　５Ｆ

ヴィレッジヴァンガード　立川ルミネ 〒190-0012 東京都立川市曙町2-1-1 ルミネ立川6階

ヴィレッジヴァンガード　ザ・モールみずほ店 〒190-1203 東京都西多摩郡瑞穂町大字高根字高根新田623 ザ・モールみずほ内

ヴィレッジヴァンガード　八王子東急スクエア店 〒192-0083 東京都八王子市旭町9-1 八王子東急スクエア　4Ｆ

ヴィレッジヴァンガード　町田店 〒194-0013 東京都町田市原町田4-5-15 1階・2階

ヴィレッジヴァンガード　町田ルミネ店 〒194-0013 東京都町田市原町田6-1-11 町田ルミネ10F

ヴィレッジヴァンガード　大宮ルミネ店 〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630番地 大宮ルミネ1　6F

ヴィレッジヴァンガード　大宮ロフト店 〒330-8513 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60 大宮ロフト5F

ヴィレッジヴァンガード　大宮ステラタウン店 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1  ステラタウン1F

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール川口前川店店 〒333-0842 埼玉県川口市前川1-1-11 イオンモール川口前川　2F

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール浦和美園店 〒336-0963 埼玉県さいたま市緑区大字大門3710 イオンモール浦和美園SC3F

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール羽生店 〒344-0122 埼玉県春日部市下柳420番地1 イオンモール春日部3F

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール羽生店 〒348-0039 埼玉県羽生市川崎2丁目281－3 イオンモール羽生SC3F



ヴィレッジヴァンガード　UNICUS上里店 〒369-0306 埼玉県児玉郡上里町大字七本木2272-1 UNICUS上里2F

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール佐久平店 御中 〒385-0029 長野県佐久市佐久平駅南11-10 イオンモール佐久平　2Ｆ

ヴィレッジヴァンガード　イオン上田店 御中 〒386-0018 長野県上田市常田2丁目12-18 イオン上田SC

ヴィレッジヴァンガード　アリオ松本店 御中 〒390-0815 長野県松本市深志1-2-30 アリオ松本4Ｆ

ヴィレッジヴァンガード　ららぽーと磐田店御中 〒438-0801 静岡県磐田市高見丘1200番地 ららぽーと磐田２階

ヴィレッジヴァンガード　岡崎（路面）店 〒444-0008 愛知県岡崎市洞町西丸根1-3

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール岡崎店 〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 イオンモール岡崎SC3F

ヴィレッジヴァンガード　刈谷店 〒448-0038 愛知県刈谷市稲場町4-306

HOME COMINGイオンタウン名西店 〒448-0039 愛知県名古屋市香呑町6-49-1 イオンタウン名西2F

ヴィレッジヴァンガード　ビックカメラ店 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町6-9 ビックカメラ6F

ヴィレッジヴァンガード　ヒルズウォーク徳重店 〒458-8570 愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重18-44 ヒルズウォーク徳重ガーデンズ 2F

ヴィレッジヴァンガード　名古屋中央店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-23-10

ヴィレッジヴァンガード　名古屋パルコ店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 パルコ南館B1

ヴィレッジヴァンガード　本山店 〒464-0819 愛知県名古屋市千種区四谷通1-1 イリヤ本山B1

ヴィレッジヴァンガード　イオンタウン千種店 〒464-0858 愛知県名古屋市千種区千種2-16-13 イオンタウン千種SC2F

ヴィレッジヴァンガード　本店 〒468-0058 愛知県名古屋市天白区植田西1-515

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール東浦店 〒470-2102 愛知県知多郡東浦町大字緒川字申新田二区67-8 イオンモール東浦SC2F

ヴィレッジヴァンガード　アピタ阿久比店 〒470-2214 愛知県知多郡阿久比町大字椋岡1-12 アピタ阿久比2F

ヴィレッジヴァンガード　アピタ長久手店 〒480-1124 愛知県愛知郡長久手市戸田谷901-1 アピタ長久手B1F

ヴィレッジヴァンガード　アピタ江南店 〒483-8342 愛知県江南市松竹町上野205 アピタ江南西1F

ヴィレッジヴァンガード　イオン小牧店 〒485-0831 愛知県小牧市東1-126 イオン小牧3F

ヴィレッジヴァンガード　瀬戸店 〒489-0929 愛知県瀬戸市西長根町66

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール大垣御中 〒503-0933 岐阜県大垣市外野2丁目100番地 イオンモール大垣SC2階

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール四日市北店 〒510-8016 三重県四日市市富州原町2-40 オンモール四日市北ショッピングセンター　2Ｆ

ヴィレッジヴァンガード　イオンモール鈴鹿店 〒513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2 イオンモール鈴鹿 1F

ヴィレッジヴァンガード　イオンタウン津城山店 〒514-1112 三重県津市久居小野辺町1130－7 イオンタウン津城山 2F

ヴィレッジヴァンガード　松阪店 〒515-0013 三重県松阪市幸生町東沢1251

ヴィレッジヴァンガード　イオンタウン伊勢ララパーク店 〒516-0007 三重県伊勢市小木町曽祢538 イオンタウン伊勢ララパーク 2F

相撲クラブなど

秋山相撲道場 〒031-0823 青森県八戸市湊高台2-23-12

元気塾 〒036-8372 青森県弘前市大字元薬師堂１－９

中泊道場 〒037-0305 青森県北津軽郡中泊町大字中里字宝森71-1

スポルト青い森相撲教室 〒038-0021 青森県青森市安田字近野234-7

つがる相撲クラブ 〒038-3136 青森県つがる市木造萩野14ｰ１

千代の松道場 〒038-3145 青森県つがる市木造町千代町101-3

三戸町相撲教室 〒039-0453 青森県三戸郡三戸町 大字貝守字二次平34

十日町相撲教室 〒948-0056 新潟県十日町市高田町6

福井武道学園相撲教室 〒910-0039 福井県福井市三ツ屋町8-1-1

富山相撲教室 〒930-0138 富山県富山市呉羽町6662

小松竜道場 〒111-0024 東京都台東区今戸1-1-10

葛飾白鳥相撲教室 〒125-0063 東京都葛飾区白鳥2-3-3

江東青龍館 〒136-0071 東京都江東区亀戸4-14-5-407

友部相撲少年団 〒309-1722 茨城県笠間市平町2039ｰA206

戸田市相撲連盟　少年部 〒335-0031 埼玉県戸田市美女木5-21-3

やいづ相撲クラブ 〒425-0071 静岡県焼津市三ケ名840-1

中京少年相撲クラブ 〒466-0832 名古屋市昭和区駒方6-1

春日井相撲クラブ 〒486-0807 愛知県春日井市大手町2丁目116番地



岐阜木曜クラブ 〒500-8267 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷2-18-1

大垣Jrクラブ花木道場 〒500-8269 岐阜県岐阜市茜部中島2-66

志友館相撲道場 〒517-0207 三重県志摩市磯部町下之郷1175ｰ4

志友館相撲道場 〒517-0207 三重県志摩市磯部町下之郷1175-4

大東市相撲クラブ 〒639-1134 奈良県大和郡山市柳町5-54-2

和歌山市相撲教室 〒641-0021 和歌山県和歌山市和歌浦東2-4-88

江本道場 〒656-0531 兵庫県南あわじ市北阿万伊賀野1447

株本建設相撲場 〒669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2335-1

因幡相撲道場 〒680-0811 鳥取県鳥取市西品治293

和気町体育館 〒709-0442 岡山県和気郡和気町福富312ー1

高松南相撲クラブ 〒761-8012 香川県高松市香西本町536-1

春日館道場 〒791-1102 愛媛県松山市来住町1174の2

笠利少年相撲クラブ 〒894-0513 鹿児島県奄美市笠利町外金久28

沖縄具志川相撲クラブ 〒904-2213 沖縄県うるま市田場1570

相撲部屋

荒汐部屋 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-47-2

千賀ノ浦部屋 〒111-0023 東京都台東区橋場1-16-5

伊勢ノ海部屋 〒112-0011 東京都文京区千石1-22-2

藤島部屋 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里4-27-1

境川部屋 〒121-0831 東京都足立区舎人4-3-16

玉ノ井部屋 〒123-0841 東京都足立区西新井4-1-1

鏡山部屋 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩3-28-21

友綱部屋 〒130-0002 東京都墨田区業平3-1-9

高砂部屋 〒130-0004 東京都墨田区本所3-5-4

東関部屋 〒130-0005 東京都墨田区東駒形4-6-4

片男波部屋 〒130-0011 東京都墨田区石原1-33-9

九重部屋 〒130-0011 東京都墨田区石原4-22-4

錦戸部屋 〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-16-7

八角部屋 〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-16-1

間垣部屋 〒130-0014 東京都墨田区亀沢3-8-1

宮城野部屋 〒130-0021 東京都墨田区緑4-16-3

木瀬部屋 〒130-0023 東京都墨田区立川1-16-8

三保ヶ関部屋 〒130-0025 東京都墨田区千歳3-2-12

春日野部屋 〒130-0026 東京都墨田区両国1-7-11

出羽海部屋 〒130-0026 東京都墨田区両国2-3-15

二所ノ関部屋 〒130-0026 東京都墨田区両国4-17-1

井筒部屋 〒130-0026 東京都墨田区両国2-2-7

時津風部屋 〒130-0026 東京都墨田区両国3-15-4

陸奥部屋 〒130-0026 東京都墨田区両国1-18-7

中村部屋 〒132-0021 東京都江戸川区中央4-1-10

伊勢ヶ濱部屋 〒135-0001 東京都江東区毛利1-7-4

北の湖部屋 〒135-0024 東京都江東区清澄2-10-11

尾車部屋 〒135-0024 東京都江東区清澄2-15-5

高田川部屋 〒135-0024 東京都江東区清澄2-15-7

錣山部屋 〒135-0024 東京都江東区清澄3-6-2

大嶽部屋 〒135-0024 東京都江東区清澄2-8-3

朝日山部屋 〒136-0072 東京都江東区大島2-13-24



尾上部屋 〒146-0082 東京都大田区池上8-8-8

貴乃花部屋 〒164-0012 東京都中野区本町3-10-6

放駒部屋 〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-12-7

芝田山部屋 〒168-0072 東京都杉並区高井戸東2-26-9

峰崎部屋 〒179-0073 東京都練馬区田柄2-20-3

鳴戸部屋 〒270-0023 千葉県松戸市八ヶ崎8-14-7

佐渡ヶ嶽部屋 〒270-2215 千葉県松戸市串崎南町39

松ヶ根部屋 〒273-0037 千葉県船橋市古作4-13-1

阿武松部屋 〒275-0014 千葉県習志野市鷺沼5-15-14

立浪部屋 〒300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台4-122-9

式秀部屋 〒301-0032 茨城県龍ヶ崎市佐貫4-17-17

湊部屋 〒333-0847 埼玉県川口市芝中田2-20-10

入間川部屋 〒338-0006 埼玉県さいたま市中央区八王子3-32-12

追手風部屋 〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎5-32-22


