
莉犬「タイムカプセル」全国応援店が決定しました！ 

 

💛初回限定盤もしくは通常盤ご購入（ご予約）で、特典ステッカーをご購入（ご予約）枚

数分差し上げます。 

💛先着特典となり、無くなり次第終了となります。  

💛特典の有無は各 SHOP にお問い合わせくださいっ！ 

 

 

【北海道】  

北海道 玉光堂イオン江別店 

北海道 玉光堂イオンモール旭川駅前店 

北海道 玉光堂イオン千歳店 

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 玉光堂イオンモール釧路昭和店 

北海道 玉光堂小樽本店 

北海道 玉光堂イオン北見店 

北海道 玉光堂帯広イトーヨーカドー店 

北海道 ＣＤ ＰＬＡＺＡ ＷＡＶＥ ＭＥＧＡ ＭＡＣ店 

北海道 ＣＤ ＰＬＡＺＡ ＷＡＶＥ ＷＯＷ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 

北海道 ヴィレッジヴァンガードイオンモール札幌発寒 

北海道 new style イオンモール釧路昭和 

北海道 中尾書店 

北海道 Ｗｅ´ｓイオンモール旭川店 

北海道 Ｗｅ´ｓ室蘭店 

北海道 Ｗｅ´ｓ石狩緑苑店 

 

 

 



【東北】  

岩手県 バンダレコード イオンモール盛岡南店 

岩手県 アメリカンウェーブ 北上店 

岩手県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール盛岡南 

山形県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール三川 

青森県 ヴィレッジヴァンガード弘前さくら野 

秋田県 ヴィレッジヴァンガード秋田ＯＰＡ 

宮城県 バンダレコードイオンモール石巻 

宮城県 バンダレコード イオンモール名取店 

宮城県 バンダレコード イオンモール富谷店 

宮城県 ブックセンター湘南栗原店 

宮城県 ミュージックショップスマイル 大河原Ｆｏｒｔｅ店 

宮城県 新星堂 ザ・モール仙台長町店 

宮城県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール石巻 

宮城県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール利府 

 

【北陸】  

福井県 ヴィレッジヴァンガードフェアモール福井 

福井県 ヴィレッジヴァンガード西武福井 

富山県 ＢＯＯＫＳなかだ 魚津店 

富山県 トオンミュージック ファボーレ店 

富山県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール高岡 

富山県 ｎｓイオンモール高岡 

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA 巻店 

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA  横越店 

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA  新発田豊町店 

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA  五泉店 

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA  三条四日町店 

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA  糸魚川店 

新潟県 サウンドエース 

 

【甲信越/東海】  

山梨県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 甲府店 

長野県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA  飯山店 

長野県 ヴィレッジヴァンガードイオン上田 

長野県 平安堂川中島店 



長野県 平安堂更埴店 

長野県 平安堂諏訪店 

長野県 平安堂座光寺店 

長野県 平安堂飯田店 

長野県 平安堂上田しおだ野店 

長野県 平安堂佐久インターウェーブ店 

長野県 平安堂あづみ野店 

長野県 平安堂伊那店 

長野県 笠原書店 レイクウォーク店 

静岡県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール富士宮 

静岡県 ヴィレッジヴァンガードららぽーと沼津 

静岡県 イケヤ MARK IS 静岡店 

静岡県 イケヤプレ葉ウォーク浜北店 

静岡県 イケヤイオンモール浜松志都呂店 

三重県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ  津南店 

三重県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール鈴鹿 

三重県 ヴィレッジヴァンガードイオン桑名 

三重県 コメリ書房 松阪店 

岐阜県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 大垣南店 

岐阜県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 岐阜店 

愛知県 イケヤイオン小牧店 

愛知県 バンダレコード イオンモール名古屋茶屋店 

愛知県 バンダレコードイオンモール長久手店 

愛知県 紀伊國屋書店名古屋空港店 

愛知県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 常滑店 

愛知県 ヴィレッジヴァンガード本店 

愛知県 ヴィレッジヴァンガードイースト 

愛知県 ヴィレッジヴァンガード岡崎 

愛知県 ヴィレッジヴァンガード瀬戸 

愛知県 ヴィレッジヴァンガード高蔵寺 

愛知県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール名古屋みなと 

愛知県 ヴィレッジヴァンガードビックカメラ名古屋 

愛知県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール木曽川 

愛知県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール大高 

愛知県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール岡崎 

愛知県 ヴィレッジヴァンガードポルト（豊明） 



愛知県 ヴィレッジヴァンガードアスナル金山 

愛知県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール長久手 

 

【関東】  

茨城県  バンダレコード イオンモールつくば店 

神奈川県 バンダレコードららぽーと湘南平塚店 

神奈川県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 座間店 

神奈川県 銀座山野楽器 ミウィ橋本店 

栃木県 宮脇書店イオンタウン佐野店 

栃木県 スーパーブックス 今市店 

東京都 新星堂 国分寺駅ビル店 

東京都 ヴィレッジヴァンガードイオンモール日の出 

東京都 ヴィレッジヴァンガード高円寺 

東京都 ヴィレッジヴァンガード西葛西 

東京都 ヴィレッジヴァンガード二子玉川ライズ 

東京都 ヴィレッジヴァンガード渋谷宇田川 

東京都 ヴィレッジヴァンガードフリークスルミネエスト新宿 

東京都 ヴィレッジヴァンガードイオンモール武蔵村山 

東京都 ｎｅｗｓｔｙｌｅ吉祥寺ロフト 

東京都 MAGNET ｂｙ SHIBUYA 

東京都 スーパーブックス 竹ノ塚駅前店 

千葉県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 船橋店 

千葉県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール千葉ＮＴ 

埼玉県 バンダレコード 新所沢パルコ店 

埼玉県 紀伊國屋書店さいたま新都心店 

埼玉県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール羽生 

埼玉県 ヴィレッジヴァンガードコクーンシティ 

埼玉県 ＭＵＳＩＣ ＭＥＤＩＡ 菖蒲店 

埼玉県 銀座山野楽器 イオンモール北戸田店 

群馬県 紀伊國屋書店前橋店 

 

【近畿】  

滋賀県 JEUGIA 草津 A・SQUARE 店 

京都府 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 高の原店 

京都府 ヴィレッジヴァンガードイオン久御山 

京都府 JEUGIA 三条本店 



京都府 大垣書店 イオンモール京都桂川店 

大阪府 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ りんくう泉南店 

大阪府 ヴィレッジヴァンガードイオンモールりんくう泉南 

大阪府 ヴィレッジヴァンガードイオンモール大日 

大阪府 ミヤコ イオンモール大日店 

大阪府 ミヤコ アリオ鳳店 

大阪府 上新電機ディスクピア日本橋店 

大阪府 JEUGIA イオンモール茨木店 

大阪府 銀座山野楽器 イオンモール鶴見緑地店 

兵庫県 ミヤコ イオンモール伊丹昆陽店 

兵庫県 ヴィレッジヴァンガードイトーヨーカドー明石 

兵庫県 ヴィレッジヴァンガードブルメール舞多聞 

兵庫県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール神戸北 

奈良県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 大和郡山店 

 

【中国/四国】  

岡山県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール津山 

岡山県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール岡山 

広島県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール広島府中 

広島県 ヴィレッジヴァンガードゆめタウンみゆき 

山口県 ヴィレッジヴァンガードゆめタウン宇部 

山口県 ヴィレッジヴァンガード山口 

山口県 明屋書店光店 

山口県 明屋書店ＭＥＧＡ大内店 

山口県 明林堂書店 ゆめタウン下松店 

山口県 明林堂書店フジ宇部店 

島根県 STUDIO WONDER ゆめタウン出雲店 

島根県 今井書店グループセンター店 STUDIO WONDER 

鳥取県 今井書店 吉成店サウンドスタジアム 

鳥取県 STUDIO WONDER イオンモール日吉津店 

愛媛県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 新居浜店 

愛媛県 明屋書店川之江店 

愛媛県 明屋書店宇和島明倫店 

愛媛県 デュークショップ松山店 

高知県 ヴィレッジヴァンガード高知 

香川県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール高松 



徳島県 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店 

徳島県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 徳島店 

徳島県 ヴィレッジヴァンガードフジグラン北島 

 

【九州】  

福岡県 ヴィレッジヴァンガードイオン若松 

福岡県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール筑紫野 

福岡県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール福津 

福岡県 福岡金文堂大川店 

福岡県 松田楽器店 

福岡県 ヴィレッジヴァンガードイオン若松 

福岡県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール筑紫野 

福岡県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール福津 

福岡県 福岡金文堂大川店 

宮崎県 田中書店イオンモールミエル都城駅前店 

大分県 ヴィレッジヴァンガードパークプレイス大分 

大分県 くまざわ書店 大分明野店 

大分県 明林堂書店 ゆめタウン中津店 

大分県 明林堂書店 ゆめタウン別府店 

熊本県 ヴィレッジヴァンガード熊本パルコ 

熊本県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール熊本 

熊本県 ヴィレッジヴァンガードイオン天草 

熊本県 ヴィレッジヴァンガードイオン錦 

熊本県 明林堂書店 長嶺店 

熊本県 明林堂書店 サンピアン店 

佐賀県 明林堂書店 ゆめタウン武雄店 

鹿児島県 ブックスミスミ 鹿屋店 

鹿児島県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール鹿児島 

鹿児島県 ヴィレッジヴァンガードイオンタウン姶良 

鹿児島県 明屋書店川内店 

沖縄県 ヴィレッジヴァンガードイオン北谷 

沖縄県 ヴィレッジヴァンガードサンエー具志川メインシティ 

沖縄県 ヴィレッジヴァンガード浦添パルコシティ 

沖縄県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール沖縄ライカム 

沖縄県 ｎｅｗｓｔｙｌｅイオン南風原店 

沖縄県 サウンドボックス ミツトモ 



【WEB SHOP】  

 アットマークジュエリーMusic 

 mu-mo ショップ・アニミュウモ 

 ぐるぐる王国 

 UNIVERSAL MUSIC STORE 


