
ＴＳＵＴＡＹＡ　札幌琴似店 北海道札幌市西区琴似４条１丁目１－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　網走店 北海道網走市駒場南８丁目８７ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　豊岡店 北海道旭川市豊岡五条７丁目１－２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　美幌店 北海道網走郡美幌町稲美８９－１２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　登別店 北海道登別市富岸町２丁目１３－１ 

函館　蔦屋書店 北海道函館市石川町８５番１号 

ＴＳＵＴＡＹＡ　一関店 岩手県一関市山目字泥田７－２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　水沢店 岩手県奥州市水沢区佐倉河字慶徳８７ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ヤマト屋書店　東仙台店 宮城県仙台市宮城野区東仙台４－１４－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　田子店 宮城県仙台市宮城野区田子２－４１－３０ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　やまとまち店 宮城県仙台市若林区中倉３丁目１７－５０ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　仙台荒井店 宮城県仙台市若林区なないろの里３丁目３―２８ 

蔦屋書店　アクロスプラザ富沢西店 宮城県仙台市太白区富田字京ノ北７２‐１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ヤマト屋書店　仙台八幡店 宮城県仙台市青葉区八幡三丁目１番５０号 

蔦屋書店　仙台泉店 宮城県仙台市泉区大沢２－１２－４ 

ヤマト屋書店　ＴＳＵＴＡＹＡ中里店 宮城県石巻市南中里２－９－３６ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　古川バイパス店 宮城県大崎市古川字城西１５ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　築館店 宮城県栗原市築館字留場桜１０―５ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　涌谷店 宮城県遠田郡涌谷町字砂田前２８２番地 

ＴＳＵＴＡＹＡ　能代店 秋田県能代市下野３２‐５ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　中野店 秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼３８４－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　広面店 秋田県秋田市広面字近藤堰越６３－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　横手店 秋田県横手市安田字向田１７９－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　湯沢店 秋田県湯沢市元清水４－３－２４ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　由利本荘店 秋田県由利本荘市中梵天１２４ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　桑野店 福島県郡山市下亀田１６－１６ 

ＢＯＯＫＡＣＥ　植田店 福島県いわき市東田町２－１０－６ 

ＢＯＯＫＡＣＥ　内郷店 福島県いわき市内郷綴町字柴崎４６－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　白河店 福島県白河市北中川原１６１－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックエース小名浜住吉店 福島県いわき市小名浜住吉花の木内１－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　上荒川店 福島県いわき市平上荒川字島田５ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　二本松店 福島県二本松市油井字福岡１３３番地－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　福島南店 福島県福島市黒岩字浜井場２４－１ 

ＢＯＯＫＡＣＥ　茨大前店 茨城県水戸市堀町１０９４－７ 

ＢＯＯＫＡＣＥ　東海店 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西３－１４－１４ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　下館店 茨城県筑西市市野辺２２３－１ 

ＢＯＯＫＡＣＥ　下妻店 茨城県下妻市下妻戊１１５－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　神栖店 茨城県神栖市日川４１７４－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　見和店 茨城県水戸市見和１－３１７－２ 

福島県

茨城県

コラボ記念カード TSUTAYA引き換え実施対象店舗一覧

※カードは先着順での引き換えになります。各店舗ごとになくなり次第終了となります。

北海道

岩手県

宮城県

秋田県



ＴＳＵＴＡＹＡ　平須店 茨城県水戸市平須町１８２８－５１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＬＡＬＡガーデンつくば 茨城県つくば市小野崎字千駄苅２７８－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　総和店 茨城県古河市上辺見５４９－２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　結城店 茨城県結城市中央町１－４－６ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　酒門店 茨城県水戸市酒門町字宿前１９２９－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　新取手店 茨城県取手市寺田字佃４７１８－９ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　日立鮎川店 茨城県日立市鮎川町５－１－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　坂東店 茨城県坂東市辺田１１０４－１ ヨークタウン坂東

ＴＳＵＴＡＹＡ　ピアシティ石岡店 茨城県石岡市石岡２２２２－２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　那珂湊店 茨城県ひたちなか市田中後７５１５ 

蔦屋書店　ひたちなか店 茨城県ひたちなか市新光町３０－４ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　つくば桜店 茨城県つくば市桜１丁目１２－２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＯＵＴＬＥＴ　神栖店 茨城県神栖市平泉字北口５２７番８０ 

蔦屋書店　龍ケ崎店 茨城県龍ケ崎市中里２‐１‐２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　勝田東石川店 茨城県ひたちなか市大字東石川３６１４番地１ 

ビッグワンＴＳＵＴＡＹＡ　さくら店 栃木県さくら市櫻野５０５ 

うさぎやＴＳＵＴＡＹＡ　矢板店 栃木県矢板市末広町２０－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮テクノ店 栃木県宇都宮市ゆいの杜４－１－３９ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　自治医大店 栃木県下野市医大前３－１－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　作新学院前店 栃木県宇都宮市西一の沢町２－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮駅東口店 栃木県宇都宮市元今泉４－１９－１６ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　４００号西那須野店 栃木県那須塩原市太夫塚６－２３２－８ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮竹林店 栃木県宇都宮市竹林町５４９番地１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮インターパーク店 栃木県宇都宮市インターパーク１丁目３番地３ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　栃木城内店 栃木県栃木市城内町２丁目６番２３号 

ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮東簗瀬店 栃木県宇都宮市東簗瀬１丁目４１－３ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　宇都宮南店 栃木県宇都宮市針ヶ谷町４７２番地７ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐野店 栃木県佐野市田島町５１番地 

蔦屋書店　太田店 群馬県太田市飯塚町１９３３－１ 

蔦屋書店　前橋みなみモール店 群馬県前橋市新堀町９４０番 

ＴＳＵＴＡＹＡ　東浦和店 埼玉県さいたま市緑区大間木４１２－１ 

蔦屋書店　川島インター店 埼玉県比企郡川島町上伊草２１０ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　南浦和駅西口店 埼玉県さいたま市南区南本町１丁目８ー３ 

蔦屋書店　フォレオ菖蒲店 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６００６番１ 

蔦屋書店　本庄早稲田店 埼玉県本庄市早稲田の杜二丁目１番４６号 

蔦屋書店　東松山店 埼玉県東松山市あずま町４丁目８番３号 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ハレノテラス東大宮店 埼玉県さいたま市見沼区島町３９３ ハレノテラスＤ棟

ＴＳＵＴＡＹＡ　所沢北原店 埼玉県所沢市北原町１４１５－１ 

グリーンブック　秩父店 埼玉県秩父市下宮地町１８－９ 

グリーンブック　寄居店 埼玉県大里郡寄居町寄居１７５９ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　籠原店 埼玉県深谷市幡羅町１丁目７－２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　杉戸店 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地３－５－２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　春日部１６号線店 埼玉県春日部市小渕１５３－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　みどりが丘店 埼玉県比企郡小川町みどりが丘２－８－５ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　雀宮店 埼玉県熊谷市中央５－１－８ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　行田門井店 埼玉県行田市門井町２－２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　入間仏子店 埼玉県入間市仏子７８５－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　三芳藤久保店 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保８５５－４０３ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　高麗川店 埼玉県日高市大字鹿山３０８－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　高階店 埼玉県川越市砂新田３８３－２ 

栃木県

群馬県

埼玉県



ＴＳＵＴＡＹＡ　狭山店 埼玉県狭山市広瀬一丁目６－１６ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　川越店 埼玉県川越市神明町７－１９ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　嵐山店 埼玉県比企郡嵐山町 平沢土地区画内　３１街区１０

ＴＳＵＴＡＹＡ　南桜井店 埼玉県春日部市大衾字原４９６－１２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＪＲ東所沢駅前店 埼玉県所沢市東所沢１－３－５ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　坂戸八幡店 埼玉県坂戸市八幡１丁目３番２１号 

ＴＳＵＴＡＹＡ　４号せんげん台店 埼玉県越谷市千間台東３－１－２０ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　大利根店 埼玉県加須市琴寄１１１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊奈店 埼玉県北足立郡伊奈町学園２丁目１８８番地４

ＴＳＵＴＡＹＡ　土気店 千葉県千葉市緑区あすみが丘東２丁目２６番地７ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　六高台店 千葉県松戸市六実１－１４－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　二十世紀が丘店 千葉県市川市堀之内３－３１－１６ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　南行徳店 千葉県市川市相之川３丁目１３－２３ 丸伝小川ビル

ＴＳＵＴＡＹＡ　北習志野駅前店 千葉県船橋市習志野台２丁目１－６ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　成田赤坂店 千葉県成田市赤坂３－４－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　鎌ヶ谷店 千葉県鎌ケ谷市右京塚３－３ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　流山店 千葉県流山市東深井２５８ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐倉店 千葉県佐倉市寺崎北６丁目１番地２ 

多田屋　佐原店 千葉県香取市佐原イ４１８７ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　浦安さくら通り店 千葉県浦安市堀江１丁目３５－１７ 岩田ビル

ＴＳＵＴＡＹＡ　大網白里店 千葉県大網白里市みやこ野２－４－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　柏青葉台店 千葉県柏市青葉台２－１７－３１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　富津店 千葉県富津市青木１丁目５番地１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　七光台店 千葉県野田市七光台４－２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　千葉ニュータウン店 千葉県印西市中央南２－５ アクロスプラザ南

ＴＳＵＴＡＹＡ　木更津店 千葉県木更津市太田２－５－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　市原五井店 千葉県市原市更級４丁目１－２４ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　鴨川店 千葉県鴨川市貝渚中川間３００ 

蔦屋書店　茂原店 千葉県茂原市六ツ野八貫野２７８５番１ 

蔦屋書店　港北ミナモ店 神奈川県横浜市都筑区中川中央２丁目７番１号 

ＴＳＵＴＡＹＡ　環２下永谷店 神奈川県横浜市港南区下永谷５－３－１８ ２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢文庫駅前店 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－１５－３０ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　Ｌａ　ｖｉｓｔａ新杉田店 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１－１ らびすた新杉田　２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　菊名駅東口店 神奈川県横浜市港北区菊名４丁目３番１７号 青木第二ビル

蔦屋書店　青葉奈良店 神奈川県横浜市青葉区奈良３丁目２１－１ 

ゲームステーション　上大岡店 神奈川県横浜市港南区上大岡西２－２－１８ 第３みやじビル

ＴＳＵＴＡＹＡ　川崎駅前店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町８ ダイスビル１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　大師店 神奈川県川崎市川崎区池上新町２－１－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　横須賀粟田店 神奈川県横須賀市粟田２－６－６ 

蔦屋書店　厚木戸室店 神奈川県厚木市戸室５丁目６番１号 

ＴＳＵＴＡＹＡ　村岡店 神奈川県藤沢市村岡東１－５－７ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　京王橋本店 神奈川県相模原市緑区橋本２－３－２ 京王クラウン街橋本

ＴＳＵＴＡＹＡ　横山店 神奈川県相模原市中央区横山２－１６ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　平塚真土店 神奈川県平塚市四之宮２－１２－８ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　茅ヶ崎駅前店 神奈川県茅ヶ崎市元町２－３ Ｇ．Ｃ．ＣＨＩＧＡＳＡＫＩ　３Ｆ

蔦屋書店　大和下鶴間店 神奈川県大和市中央林間西２－５－３６ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　愛甲石田店 神奈川県厚木市愛甲１－９－１２ 諸星愛甲ビル　１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　辻堂駅前店 神奈川県藤沢市辻堂神台１丁目２番１２号 Ｌｕｚ湘南辻堂

蔦屋書店　厚木下依知店 神奈川県厚木市下依知一丁目８番８号 

ＴＳＵＴＡＹＡ　湘南台店 神奈川県藤沢市湘南台６丁目１－１ 

ゲームステーション　本厚木店 神奈川県厚木市中町２－５－５ 

神奈川県

千葉県



ＴＳＵＴＡＹＡ　西五反田店 東京都品川区西五反田２－２８－５ 第２オークラビル１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　馬事公苑店 東京都世田谷区上用賀２－４－１８ コリーヌ馬事公苑　１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　三軒茶屋店 東京都世田谷区太子堂４－１－１ キャロットタワー　２Ｆ

ＳＨＩＢＵＹＡ　ＴＳＵＴＡＹＡ 東京都渋谷区宇田川町２１－６ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　下高井戸店 東京都杉並区下高井戸１－７－７ スタープラザ　１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　幡ヶ谷店 東京都渋谷区幡ヶ谷２－１２－１ 幡ヶ谷中央第二ビル

ＴＳＵＴＡＹＡ　町屋店 東京都荒川区荒川６－６－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　西日暮里店 東京都荒川区西日暮里３－６－１４ マンション道灌山　１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　千川店 東京都豊島区要町３丁目１１－９ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ビーンズ赤羽店 東京都北区赤羽１－６７－５８ ビーンズテラス

ＴＳＵＴＡＹＡ　北千住店 東京都足立区千住２－２５ 

蔦屋書店　練馬春日町店 東京都練馬区春日町２－１４－６ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　亀有店 東京都葛飾区亀有５－３５－９ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　立川柏町店 東京都立川市柏町１－１４－２０ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　立川南店 東京都立川市柴崎町３丁目６－２ アレアレア〔１〕　４Ｆ

蔦屋書店　フレスポ府中店 東京都府中市西原町１－６－２ 

蔦屋書店　八王子みなみ野店 東京都八王子市みなみ野１－７－７ 

蔦屋書店　八王子楢原店 東京都八王子市楢原町８１９番地１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　町田木曽店 東京都町田市木曽西１丁目１７－１３ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンモール日の出 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木２３７－３ 

蔦屋書店　稲城若葉台店 東京都稲城市若葉台４丁目１番 

蔦屋書店　新潟中央インター店 新潟県新潟市中央区湖南４番８ 

蔦屋書店　長岡新保店 新潟県長岡市新保６丁目２２２番地 

蔦屋書店　アクロスプラザ美沢店 新潟県長岡市沖田１丁目６番 

蔦屋書店　長岡古正寺店 新潟県長岡市古正寺町３５０番地 

蔦屋書店　新潟万代 新潟県新潟市中央区幸西３－１－６ 

蔦屋書店　河渡店 新潟県新潟市東区河渡庚１６７ 

蔦屋書店　新通店 新潟県新潟市西区新通１２７２ 

蔦屋書店　マーケットシティ白根店 新潟県新潟市南区田中２１番地 

蔦屋書店　佐渡佐和田店 新潟県佐渡市市野沢８２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　新発田店 新潟県新発田市新栄町２丁目４－１０ 

蔦屋書店　横越バイパス店 新潟県新潟市江南区横越上町５丁目１番６号 

蔦屋書店　高田西店 新潟県上越市大貫４丁目４番２２号 

ＴＳＵＴＡＹＡ　富山豊田店 富山県富山市豊田町２丁目８－１４ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　金沢店 石川県金沢市西念４－２５－８ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　福井パリオ店 福井県福井市松城町９－７ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　武生南店 福井県越前市妙法寺町５５９番地 

蔦屋書店　千曲屋代店 長野県千曲市大字杭瀬下５番１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　座光寺店 長野県飯田市座光寺３７９７－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊那店 長野県伊那市日影４５０ 

蔦屋書店　上田大屋店 長野県上田市大屋２１９－５ 

蔦屋書店　長野川中島店 長野県長野市稲里町中央２－１２－１ 

蔦屋書店　上田しおだ野店 長野県上田市大字神畑字浦田１０５ 

蔦屋書店　須坂店 長野県須坂市井上７７０ 

蔦屋書店　中野店 長野県中野市大字吉田５５０ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　駒ヶ根店 長野県駒ヶ根市赤穂９７１－１ 

長野県

東京都

新潟県

富山県

石川県

福井県



ＴＳＵＴＡＹＡ　箕輪店 長野県上伊那郡箕輪町三日町９３３－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　岐阜オーキッドパーク店 岐阜県岐阜市香蘭２－２３ 西棟　１Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　瑞浪店 岐阜県瑞浪市薬師町３－３４－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　大垣店 岐阜県大垣市本今町字西ノ側１６３９－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　静岡流通どおり店 静岡県静岡市葵区千代田７－９－２８ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　下田店 静岡県下田市東本郷１－７－１７ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　御殿場店 静岡県御殿場市茱萸沢９５－５ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　すみや三島店 静岡県駿東郡清水町玉川１５７－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　清水春日店 静岡県静岡市清水区春日１－８－３０ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ブックセンター名豊大府店 愛知県大府市柊山町１丁目９８番地 リソラ大府ショッピングテラス

ＴＳＵＴＡＹＡ　南陽通店 愛知県名古屋市南区三条１丁目１０－４ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　バロー戸田店 愛知県名古屋市中川区戸田明正二丁目１１０番地 

ＴＳＵＴＡＹＡ　三ノ輪店 愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺１６－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎牧御堂店 愛知県岡崎市牧御堂町字水洗２０ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　尾張一宮店 愛知県一宮市羽衣二丁目５－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ウイングタウン岡崎店 愛知県岡崎市羽根町字小豆坂３番地 ウイングタウン内

ＴＳＵＴＡＹＡ　岡崎インター店 愛知県岡崎市洞町字的場１５－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　豊明店 愛知県豊明市前後町宮前１５００－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　イオンタウン弥富店 愛知県弥富市五明町蒲原１３７１－４ イオンタウン弥富ＳＣ　２Ｆ

ヨシヅヤ津島北テラス　ＴＳＵＴＡＹＡ　新津島店 愛知県津島市片岡町６０番地 

ＴＳＵＴＡＹＡ　瀬戸共栄通店 愛知県瀬戸市共栄通３丁目１３ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　春日井店 愛知県春日井市美濃町２丁目３番地 

ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名店 三重県桑名市大字安永字九区割１３５５－２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　四日市店 三重県四日市市芝田１－１０－３ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　笹川店 三重県四日市市日永西２－１３－３ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　桑名サンシパーク店 三重県桑名市大仲新田１５４ サンシパーク内

ＴＳＵＴＡＹＡ　ミタス伊勢店 三重県伊勢市船江町１丁目１０－２１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿店 三重県鈴鹿市道伯町２５１５ フレスポ鈴鹿内

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊勢上地店 三重県伊勢市上地町７７４－６ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　鈴鹿中央通店 三重県鈴鹿市算所町字山之相４１７－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶＩＸ福知山店 京都府福知山市東羽合町１４９番地 

ＴＳＵＴＡＹＡ　岸和田荒木町店 大阪府岸和田市荒木町２丁目２０－５ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　和泉２６号線店 大阪府和泉市富秋町二丁目８番１７号 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫ　ＧＡＲＡＧＥ　枚方ベルパルレ 大阪府枚方市宮之阪４－２８－１２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　香里園店 大阪府寝屋川市香里新町３１－１７ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ビバモール寝屋川店 大阪府寝屋川市寝屋南２－２２－２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　長尾店 大阪府枚方市長尾谷町２丁目１２－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　牧野高校前店 大阪府枚方市養父東町５８ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　宝塚店 兵庫県宝塚市旭町２丁目１－８ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　フレスポ赤穂店 兵庫県赤穂市中広２－８ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　パークタウン加古川 兵庫県加古川市加古川町寺家町２６９－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　出雲店 島根県出雲市高岡町１２３７－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　岡山西大寺店 岡山県岡山市東区西大寺上１－１－４６ リョービプラッツ西大寺店　２Ｆ

大阪府

兵庫県

島根県

岡山県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

京都府



ＴＳＵＴＡＹＡ　玉野店 岡山県玉野市宇野１丁目１１－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ノースランド店 岡山県津山市上河原１６０ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　山陽店 岡山県赤磐市下市４１３－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　己斐本町店 広島県広島市西区己斐本町３－１２－２５ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　皆実町店 広島県広島市南区皆実町６丁目１５－５ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　楠木店 広島県広島市西区楠木町４丁目９－２６ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　宮内店 広島県廿日市市宮内１－１１－１８ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　隅の浜店 広島県広島市佐伯区隅の浜３－９－３０ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　防府店 山口県防府市鋳物師町８－３０ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ロックタウン周南店 山口県周南市古市１丁目４番１号 

ＴＳＵＴＡＹＡ　山口葵店 山口県山口市葵１丁目４－７０ 

ビデオ１００　徳島藍住店 徳島県板野郡藍住町東中富字朏傍示５１－５ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　宇多津店 香川県綾歌郡宇多津町浜３番丁２１番２ 

ビデオ１００　さぬき三木店 香川県木田郡三木町大字氷上字花丸９５８番地 

ＴＳＵＴＡＹＡ　八幡浜店 愛媛県八幡浜市産業通２番１３号 

ＴＳＵＴＡＹＡ　土佐道路店 高知県高知市鴨部３－２４－１７ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　中万々店 高知県高知市中万々８０９ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　御座店 高知県高知市海老ノ丸９－７ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　須崎店 高知県須崎市緑町４－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　安芸店 高知県安芸市久世町９番２０号 ＳＭＩＬＥ．ＡＫＩ　２Ｆ

ＴＳＵＴＡＹＡ　野市店 高知県香南市野市町西野２０９４－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　中間店 福岡県中間市東中間１－２－８ 

蔦屋書店　コマーシャルモール博多 福岡県福岡市博多区東光寺町２－６－４０ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　徳力店 福岡県北九州市小倉南区守恒本町３－１０－１０ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　朝日ヶ丘店 福岡県北九州市小倉北区朝日ヶ丘１４番１４号 

ＴＳＵＴＡＹＡ　チャチャタウン小倉店 福岡県北九州市小倉北区砂津３－１－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　太宰府店 福岡県太宰府市通古賀４丁目１－４０ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　柳川店 福岡県柳川市三橋町藤吉５０９－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　上津店 福岡県久留米市上津１丁目１０－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　コスタ行橋店 福岡県行橋市西泉６丁目１－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　伊万里店 佐賀県伊万里市二里町八谷搦１２７４ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　深堀店 長崎県長崎市深堀町１丁目１４５－２４ フレスポ深堀

ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ畝刈店 長崎県長崎市京泊３丁目１９２９－１３ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス愛野店 長崎県雲仙市愛野町乙５０３６ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　広田店 長崎県佐世保市広田四丁目４番９号 

ＴＳＵＴＡＹＡ　島原店 長崎県島原市城内３丁目１６００－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス大村店 長崎県大村市古賀島町５２４－１４ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ココアドバンス有家店 長崎県南島原市有家町小川字上東８５０ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　遊ＩＮＧ時津店 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷３０２－１ 

蔦屋書店　熊本三年坂 熊本県熊本市中央区安政町１－２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　玉名店 熊本県玉名市中字寺畑１６８６－３ 

長崎県

熊本県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

広島県

山口県



ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　帯山店 熊本県熊本市中央区帯山５丁目４１－３８ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　光の森店 熊本県菊池郡菊陽町光の森６丁目１８番地７ 

蔦屋書店　嘉島 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　菊池店 熊本県菊池市片角２９０番地キャニオン内 

蔦屋書店　小川町 熊本県宇城市小川町河江１－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　植木店 熊本県熊本市北区植木町大字舞尾５４５－２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　日田店 大分県日田市日ノ出町２－２ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　佐伯店 大分県佐伯市来島町２７－２４ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　別府上人ヶ浜店 大分県別府市上人ヶ浜町８０６－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　光吉店 大分県大分市大字光吉６１０ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　大塚台店 宮崎県宮崎市大塚町池の内１１２７－７ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　ＡＶクラブ　鷹尾店 宮崎県都城市鷹尾５丁目１－１６ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　江平店 宮崎県宮崎市江平東２－８－１２ 

蔦屋書店　宮崎高千穂通り 宮崎県宮崎市橘通東４－８－１ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　泡瀬店 沖縄県沖縄市泡瀬４－５－７ 

ＴＳＵＴＡＹＡ　具志川店 沖縄県うるま市みどり町５－２－６ 

大分県

宮崎県

沖縄県


