
「mellow out」配布店リスト NO.1

　札幌地区

ベスト電器倶知安 たんぽぽ 黒井 フナヤマ中央店 フナヤマ本店

Ｍ１０１ 徳光時計店 日販）教育大生協　岩見沢店 TSUTAYA　上江別店 TSUTAYA　滝川店

サカイ楽器 びーとる 金光堂 細川商会 コレカワでんき

冨貴堂　南6条通店 TSUTAYA 札幌インター店 冨貴堂　豊岡店 冨貴堂　末広店 蔦屋　名寄店

MUSIC SHOP ぴっくあっぷ サクラ商会本店 中尾書店 三省堂 札幌大学

ＴＳＵＴＡＹＡサーモンパーク店 明正堂　ＭＥＧＡ花川店 加藤栄好堂 （有）おおいえ 音楽処

ミュージックショップ　国原2条店 ミュージックショップ　国原ポスフール永山店 ミュージックショップ　国原ポスフール春光店 ミュージックショップ　国原　西友手稲店 ミュージックショップ　国原　西帯広長崎屋店

ミュージックショップ　国原　苫小牧長崎屋店 アイブック西友岩見沢店

　仙台地区

サンエー書店 Ａ　ＴＯ　Ｚ　マスト店 Ａ　ＴＯ　Ｚ POPS TOWN ブックボーイ

菅原書店　ナックス店 日野屋ブックセンター フォユー三日町 コジマソフトNEW青森店 コジマソフトNEW青森店／用品

サウンドパレット 八文字屋本店 丸井八文字屋 八文字屋エビスヤ みずほ八文字屋

八文字屋北店 八文字屋長井店 八文字屋春日町店 さくらの百貨店石巻 デンキステーション

加藤電気商会 土田電化サービス 文芸堂書店国見町店 ブックスなにわ塩釜店 ブックスなにわ会津若松店

文芸堂書店相馬店 モリタミュージック マリオン桜ヶ丘 マリオン吉成 ブックセンター湘南佐沼店

八文字屋書店 八文字屋セルバ店 八文字屋塩釜 ブックスフリーウェイ泉ヶ丘店 アーク郡山店

アーク　郡山店 ブックセンター湘南矢本店 コジマソフトNEW泉中央店 ＴＲ愛子店 弘前大学生協　医学部店

東北大学生協　工学部店 東北大学生協　川内店 東北学院大学生協　泉店 東北学院大学生協　土樋店 宮城教育大学生協

平安堂むつ店 平安堂寒河江店 コジマソフトNEW郡山店

　大宮地区

カワイ楽器 アベレコード 小日向 中堀時計店 ＴＲ　新発田店

イースト 朝日堂 藤益商会 コスモスＣＤセル ＭＳ　タダヤアコーレ店

門山電機 都屋商店 プロミストランド ＭＲＣメディア館 平安堂MUSIC長野店

平安堂東和田店 平安堂川中島店 平安堂更埴店 平安堂上田しおだ野店 平安堂軽井沢店

平安堂飯山店 平安堂若槻店 平安堂塩尻店 平安堂あづみ野店 紀伊國屋書店さいたま新都心店

ﾊﾘｳｯﾄﾞﾚｺｰﾄﾞ霞ヶ関店 ﾊﾅﾏﾀ楽器 ㈱戸田書店入間店 はるやまシグマフラット ﾏﾙｺﾞﾚｺｰﾄﾞ前原店

アップル 大野商会 東洋堂 小林登商店 フジ楽器

マロニエ SUBARU羽生店 TR足利北店 煥乎堂 コジマソフトＮＥＷ新座店／用品

ｺｼﾞﾏSOFTNEW佐野店 アーク佐野店 うさぎや矢板店 うさぎや市貝店 ｺｼﾞﾏSOFT宇都宮NEW東店

ｍａｒｕｉ　ｍｕｓｉｋ ｺｼﾞﾏSOFTNEW柏店 ｺｼﾞﾏSOFTNEW越谷店 ｺｼﾞﾏSOFTNEW新潟店 ｺｼﾞﾏSOFTNEW前橋大友店

ｺｼﾞﾏSOFTNEW船橋店 ｺｼﾞﾏSOFTNEW栃木店 ｺｼﾞﾏSOFTNEW足利店 ｺｼﾞﾏSOFTNEW熊谷店 ｺｼﾞﾏSOFTNEW小山店

ｺｼﾞﾏSOFTNE新座店 ｺｼﾞﾏSOFTNEW長野店

　東京地区

タカヨシ二本松 北野書店 ＭＳ　森のうた マブチレコード マイナー堂　　　　　　　　　　　　　　　

ミヤザワ サンエイ 好楽堂楽器店 高橋電気 逗子レコード

十字屋　弘明寺 アトムレコード 湘南楽器 イサミ堂 オオノ

交楽堂 サウンドスペースＪＯＪＯ（株）ジョジョ　 （有）誠　商　会　　　　　　　　　　　　 一陽堂 野村商会

ＲＳ　オオヤマ 中央大学生協　多摩店　　　　　　　　　　 日本出版貿易 三井物産ゼネラルサービスユニシス なまずや

日販）ＴＲ　東村山Ｂ店　　　　　　　　　 日販）メディアあきる野店　　　　　　　　 ＲＳ　ジロー ミュージックハウス　ウチダ 夢屋書店アピタ田富

夢屋書店　焼津店／経費　　　　　　　　　 グロスレコード清水店 グロスアミュゼ富士宮店 コジマソフトＮＥＷ海老名店 ミュージックプラザ　サンエイ

もろみや商店 日販）静岡谷島屋有東坂店　　　　　　　　 帝都無線 ＴＣＡＴ 日販）静岡谷島屋富士宮ショップ　　　　　

日販）静岡谷島屋　曲金ショップ　　　　　 マイクロシティ　一宮店 ハピネット ハピネット 青森店 ハピネット　千歳

ハピネット　新木場店 ハピネット　花園店 日販）ときわ書房　芝山店　　　　　　　　 コジマソフト梶ヶ谷店 コジマソフト横須賀店

コジマソフト府中店 コジマソフト幕張インター店 コジマソフト静岡店 コジマソフト相模原店 コジマソフトＮＥＷ静岡店／用品　　　　　

コジマソフト水戸インター店 コジマソフト日立南店 コジマソフト東大和店 コジマソフト甲府バイパス店 日本物産　日比谷店

ケーズデンキ水戸本店 ＤＥＡＳ（Ｋ’ｓＳＯＦＴ）本店／経費　　 ＦＺ・ＢＯＯＫ 日販）ＦＺ・ＢＯＯＫ　　　　　　　　　　 日販）メディア本店　　　　　　　　　　　

ＴＲ　調布国領 ＴＲ　帝京大学駅前店 ＴＲ　沼津学園通り店 旭屋書店トーレンス店 旭屋書店　ＮＹ店

旭屋書店シカゴ店 グローバルサウンド＆フーズ 日販）アーク木更津店　　　　　　　　　　 ケーズデンキ館山本店 日販）タカヨシ福王台店　　　　　　　　　

日販）メディアタカヨシ四街道店　　　　　 コジマソフトNEW富士店 アークショッパーズプラザ新浦安店 アーク新松戸店 ＳＵＮＮＹ’Ｓ　ｍｕｓｉｃ

オーデイオプラザ成田空港店／用品　　　　 オーデイオショップ楽　　　　　　　　　　



「mellow out」配布店リスト NO.2

　名古屋地区

平安堂　諏訪店 平安堂　座光寺店 平安堂　新飯田店 コジマソフト NEW熱田店 夢屋書店アピタ石和店

夢屋書店　岡崎大樹寺店 夢屋書店　知立宝町店 夢屋書店　大治店 夢屋書店　甚目寺店 夢屋書店　アピタ飯田店

夢屋書店　小牧西店 夢屋書店　瀬戸水野店 夢屋書店　初生店 夢屋書店　アピタ鈴鹿店 夢屋書店　アピタ鳴海店

夢屋書店　長久手店 夢屋書店　アピタ瀬戸店／経費 夢屋書店　アピタ豊田元町展／経費 ＫＥＮ’Ｓ サウンド・エース

ＡＶ館 フルカワ ＧＡＬＡ 安濃書店 古川書店　倉田山店 ブック村　芸濃店

マガジン２犬山店ＣＤ 本の王国 文化センター前店 ヨシヅヤＣＤ　員弁店 グロスアミュゼ　マーゴ店 みどり楽器

マガジン２学院前 神田電子工業㈱名古屋/西部 ヨシヅヤＣＤ　大口店 桶狭間書店 ヨシヅヤＣＤ　稲沢店

サウス・ストリート CDショップ　ひろた ＫＣ 横井商店 グロスレコード　三好店

コサカ楽器　カルパティオ店 福文堂　ＮＳＣ店 松木屋 コパ店 名鉄パレ 駅南店 名鉄パレ　河和店

名鉄パレ　常滑店 名鉄パレ　中村店 名鉄パレ　東郷店 名鉄パレ百貨店　西尾店 夢屋書店　若林店

夢屋書店　半田店 ヨシヅヤＣＤ　平和店 マガジン２巽ケ丘店 夢屋書店　扶桑店 ヨシヅヤＣＤ 可児店

ヨシヅヤＣＤ 太平通り店 ヨシヅヤＣＤ　清洲店 イチ・ニ・イチ高蔵寺店 TSUTAYA新城東店 コア 港

ヨシヅヤ電気舘　津島店 ヨシヅヤＣＤ　津島本店 夢屋書店　知多店 本の王国　守山店 旭屋書店 名古屋ﾗｼｯｸ店/経費

本の王国　浜松西店 夢屋書店　阿久比店 夢屋書店　安城店 夢屋書店　西尾店 丸文楽器店

本の王国　雄踏店 グロスレコード 豊橋南店 コジマソフトNEW清洲東ｲﾝﾀｰ店 コジマソフト NEW豊橋店 コジマソフトNEW金沢駅西店

コジマソフトNEW福井店

　大阪地区

ブックプラザ千里丘店 RED　BIRD Ｄ／Ｐ　ＰＯＰＯ Ｇｒｏｏｖｙ　Ｓｉｔｅ　小野店 Groovy　Site　小野サティ店

ダック 片山楽器 馬部電器商会 Groovy　Site　姫路サティ店 Ｇｒｏｏｖｙ　Ｓｉｔｅ　明石サティ店

ブックプラザ小野原店 Groovy　Site　Bio店 甲南大生協 大阪大生協豊中店 Ｇｒｏｏｖｙ　Ｓｉｔｅ　高槻店

ブックプラザ川西山下店 赤穂書房 赤穂書房 ㈱丸善トライコム　イチ・ニ・イチ三田店 SOUND　ZERO　新庄店

ファミリー 夢屋書店アピタ大和郡山店 ラックス奈良三条店 ラックス橿原店 Groovy　Site　鴻池店

エコー サウンドパル ジャガーメディアセンター／経費 イズミヤ八尾店　CDｺｰﾅｰ ヒットビット

ブックプラザ本部 ㈱丸善トライコム　イチ・ニ・イチ堺店 大阪教育大柏原店 神戸事業連合 コープ大阪サービスセンター

紀伊國屋書店　ＭＯＶＩＸ京都店 コジマＮＥＷ伏見／用品 コジマNEW伏見店 コジマＮＥＷ寝屋川店／用品 コジマNEW寝屋川店　

コジマＮＥＷ関西空港店／用品 コジマNEWりんくう羽倉崎店 エンドレス ＴＲ長居店 ＴＲ藤井寺店

梅田ナカイ楽器　三番街店 梅田ナカイ楽器阪急三番街店CD・レコード部 コジマＮＥＷ大東店／用品 コジマNEW大東店 ＴＲ松原店

ハナイHAC ワタナベ楽器泉北パンジョ店 ＢＢＭ八尾店 ＢＢＭイオン天理店 ＢＢＭ泉大津店

ミュージックマートＶＩＶＯ店 パークス河内長野店 パークス　河内長野店 ミュージックマートぶらくり丁店 ブロードバンドミュージック　パークス本店

みなくる　光明池店 ㈱丸善トライコム　イチ・ニ・イチ藤原台店 (有)ニューグラモ Ｓｅｎｒｉｔｕ 大阪営業所／経費　（梅田ナカイ楽器店分）

イズミヤ長岡店　CDｺｰﾅｰ 亀岡　小野レコード店 イズミヤ大久保店　CDコーナー ナカオレコード店 Ｄ．Ｓ　ミューズ

メロディハウス ミュージックハウス　モンク Music　Shop　Torii　RIPL店 チャームレコード ディスクハウスＯＺ

立命館大生協　草津店 龍谷大生協　瀬田店 工繊大生協購買部 立命館大生協　衣笠店

　岡山地区

日）メディアプラザＡＺ メディアプラザＡＺ 三響レコード店 ＡＺ平井店 コジマソフト/用品

ならはら R/S山下 丸中商会 片山電器 家元電器（株）　　　　　　　　　　　　　

あきば西大寺 あきば羽島 日）啓文社新市店 カメレオンクラブモール前店 日販）啓文社　ゆめタウン呉店

コジマソフトＮＥＷ宇品店／用品 矢吹楽器 タテオカ 日）Disc　Core　商工センター店 (有)柏木商会

ＡＺアルネ津山店 アピア家電部 島根大学生協ショップ マツダエース本社売店 音響堂　フジグラン　安芸店　　　　　　

ＳＯＵＮＤ－ＰＡＲＫ 日）メディアショップ友文館 広島大学生協　北１ （有）フクハラレコード　　　　　　　　　 ＲＳチャイム

四つ葉商会 久松商会 （株）音響堂ハウディ音楽館　　　　　　　 音響堂　フジグラン　広島店　　　　　　 (有)アルファ

有）ＯＫ無線　　　　　　　　　　　　　　 音響堂　ゆめタウン　東広島店　　　　　 公声堂 上下レコード サウンドショップAi

日）ＴＳＵＴＡＹＡ児島店 ＴＲ倉吉店 日）ＴＳＵＴＡＹＡ庭瀬店 日）ＴＳＵＴＡＹＡ古新田店 本の学校メディア館

朝倉書店　東伯店 エル・パパ ジャスコ鳥取北店 エル・パパ ジャスコ日吉津店 コジマソフトNEW岡山店/用品 ブックスフリーウェイ新見店

カメレオンクラブ　モール前店 高畑書店 啓文社　ゆめタウン呉店 コジマNEW宇品店/用品 カメラのサンヨー　天満屋ハピータウン原尾島店

カメラのサンヨー　マルナカマスカット店 カメラのサンヨー　ゆめタウン邑久店 カメラのサンヨー　ウエストランド店 CDのサンヨー　ゆめタウン久世店 ㈱紀伊國屋書店　クレド岡山店

日）AZ津山アルネ店 Ｒ＆Ｄ幡生店 Ｒ＆Ｄ長府店 Ｒ＆Ｄ彦島店 日）Ｒ＆Ｄ新下関店

日）啓文社 蔵王店 日）啓文社コア 日）啓文社福屋BC 日）啓文社 ジャスコ三原店 レコードショップチャイム

日）啓文社新浜 マリーナAV



「mellow out」配布店リスト NO.3

　四国地区

音の仲間　朝生田店 平惣　徳島店 平惣　小松島店 メディアクラブ宇和島店 メディアステーションヤマキチ

平惣　羽ﾉ浦店 平惣　石井店 ブックスいづみ横浜店 平惣　田宮店 ＤＶＤキャンプ水泥店

コジマ高松店 株式会社ロッキー 平惣　阿南店 サティア コジマ松山店

サウンドアクセス スズキ楽器 附家書店　松茂店 附家書店　国府店 香川大学生協

コジマ高知店 附家書店　鳴門店 ブックスことぶき

　福岡地区

コジマソフトＮＥＷ福岡西店／用品　　　　 コジマソフトＮＥＷ長崎店／用品　　　　　 コジマソフトＮＥＷ小倉東インター店／用品 コジマソフトＮＥＷ八幡店／用品　　　　　 BOM宮崎/南宮崎店

福岡県立大生協 サウンドコスモ一番街店 ブックセンターAg 八代店 日販）コープブック田上店 フィルモアレコード西新店

日販）明光堂ミュージック時津店 日販）明光堂ミュージック東長崎店 コジマNEW福岡西店 日販）くさの書店大村店 コジマNEW長崎店/用品

コジマNEW小倉東ｲﾝﾀｰ店/用品 コープみやざき コジマソフトNEW熊本店/用品 コジマソフトNEW熊本インター店／用品 コジマソフトNEW八幡店／用品

沖縄BOOK BOXハンビー店 田園書房宜野湾店 コジマソフトNEW福岡空港店／用品 コジマソフトＮＥＷ福岡春日／用品 コジマソフトＮＥＷ春日／用品

熊本アカデミアJ 久留米名曲堂 日販）ブックストントンオリエンタル佐賀店 ブックストントン神埼店 長崎県立大生協

石丸レコード 日販）クエスト黒崎店 熊本大学生協 大分大生協 積文館書店高須店

わんぱくこぞう鹿児島店 順 青柳書店 ＡＶ　ＨＯＭＥウエッキー 富士屋レコード

芦北プラザアートサウンド 佐藤ラジオ店 プラザKAI 北九州大生協 レコードハウス　マック

㈱愛和 日販）つまがり書店　西浜店 九大医学部生協 イチ・ニ・イチ　パピヨンプラザ店 福岡教育大生協

九工大生協飯塚 日販）メディア未来臼杵店 フレンド書房 ウエストアベニュー ブックシティ平尾本店

日販）メディア未来鳥栖店 メディア未来八女店 ツタヤレコード宜野湾上原店 沖縄レコード商事 SPIN CITY


