【FILT96号 主な配布場所】 ※配布が終了している場合があります。ご了承ください。
NO

所 在 地

設 置 場 所

1

宮越屋珈琲 豊平店

北海道 札幌市豊平区豊平4条5丁目1-8

2

ホールステアーズカフェ 有楽ビル店

北海道 札幌市中央区大通西1丁目

大通桂和ビル50 B2F

3

エーデルワイス

北海道 札幌市中央区北2条西3

敷島ビルB1F

4

ぴあｽﾃｰｼｮﾝチケットポート仙台店

宮城県 仙台市青葉区中央１－１０－１０

仙台ロフト ５Ｆ

5

バンダレコード 仙台泉大沢店

宮城県 仙台市泉区大沢1-5-1

イオンタウン仙台泉大沢1階

6

リトルハウス柴田店

宮城県 柴田町西船迫1-3-34

7

ヘアサロンCHI-QUE&Co

宮城県 仙台市大白区長町4丁目4-24

8

みつば治療院

山形県 米沢市丸の内2-3-13

ネオハイツ長町105号

9

バンダレコード 福島西道路店

福島県 福島市八島田字琵琶渕29

10

ログガーデン ヴェルデ

栃木県 小山市城山町3-9-22

11

寄居町立図書館

埼玉県 大里郡寄居町大字寄居1296-1

12

ぴあｽﾃｰｼｮﾝチケットポート大宮店

埼玉県 さいたま市大宮区桜木町１－７－２

13

あすなろデンタルケア

埼玉県 三郷市戸ケ崎2-243

14

JZ Brat SOUND OF TOKYO

東京都 渋谷区桜丘町26-1

セルリアンタワー東急ホテル2F

15

(株) 物流システム研究所

東京都 千代田区一ツ橋1-1-1

パレスサイドビル１F

16

ヴィーナスフォート2F YEVS横

東京都 江東区青海1丁目

パレットタウン

17

ヴィーナスフォート2F ハレモアナ横

東京都 江東区青海1丁目

パレットタウン

18

ヴィーナスフォート3F ハンティングワールド前入口左手
東京都 江東区青海1丁目

パレットタウン

19

ル・コネスール 赤坂店

東京都 港区赤坂3-8-8

フローラルプラザ1F

20

(株)コネスール

東京都 港区西新橋2-19-5

カザマビル2F

21

ル・コネスール グランドプリンスホテル高輪店

東京都 港区高輪3-13-1

グランドプリンスホテル高輪Ｂ1Ｆ

22

日本テレビ

東京都 港区東新橋1-6-1

日本テレビ 2F

23

六本木ヒルズ森タワー ウエストウォーク6F

東京都 港区六本木6-10-1

森タワー ウエストウォーク6F

24

Café-STUDIO

東京都 渋谷区神宮前4-31-10

YM Square HARAJUKU 1F

25

ル・コネスール 渋谷マークシティ店

東京都 渋谷区道玄坂1-12-5

渋谷マークシティ・ウエスト4F

26

ぴあｽﾃｰｼｮﾝチケットポート渋谷店

東京都 渋谷区道玄坂２－２９－１

ﾌｧｯｼｮﾝｺﾐｭﾆﾃｨ109 ２Ｆ

27

ぴあｽﾃｰｼｮﾝチケットポート新宿店

東京都 新宿区新宿３－１５－１７

伊勢丹会館Ｂ１Ｆ

28

ル・コネスール 丸ノ内ホテルTokyo店

東京都 千代田区丸の内1-6-3

東京丸の内ホテル7F

29

三菱ビルスモーカーラウンジ

東京都 千代田区丸の内2-5-2

三菱ビルＢ1Ｆ

30

オアシス＠AKIBA セントラルビルメンテナンス

東京都 千代田区神田花岡町1

31

ぴあｽﾃｰｼｮﾝチケットポート銀座店

東京都 中央区銀座５－１先

32

(株)コネスール 銀座本店

東京都 中央区銀座8-6-24 1F

33

八重洲地下街サウススポット

東京都 中央区八重洲

八重洲地下街南

34

ぴあｽﾃｰｼｮﾝチケットポート吉祥寺店

東京都 武蔵野市吉祥寺南町１－１－２４

アトレ吉祥寺 東館Ｂ１Ｆ

35

ぴあｽﾃｰｼｮﾝチケットポート池袋店

東京都 豊島区南池袋１－２８－２

パルコ６Ｆ

36

Café&bar 東京セブン

東京都 世田谷区太子堂2-22-9

中野ビル202

37

世田谷ものづくり学校

東京都 世田谷区池尻2-4-5

38

公益財団法人 大宅壮一文庫

39

スマイル歯科

神奈川県 藤沢市藤沢2-3-13

トレアージュ白旗2F

40

Ribbon

神奈川県 横浜市港南区大久保1-11-3

エスポワール上大岡103

41

ぴあｽﾃｰｼｮﾝチケットポート横浜店

神奈川県 横浜市西区高島２－１６－Ｂ１-４３６

横浜駅東口地下街ポルタ

42

ベイドリーム清水店

静岡県 静岡市清水区駒越北町８番１号

43

アクトシティ浜松

静岡県 浜松市中区板屋町１１１－１

アクトシティ浜松Ｂ１Ｆ

44

ユニモールプレイガイド

愛知県 名古屋市中村区名駅４－５－２６

ユニモール内

45

鈴鹿ハンターＳＣ

三重県 鈴鹿市算所２－５－１

46

大垣書店フォレオ大津一里山店

滋賀県 滋賀県大津市一里山７丁目１－１

フォレオ大津一里山１Ｆ

47

ホホホ座

京都府 京都市左京区浄土寺馬場町71

ハイネストビル1階

48

大垣書店ｲｵﾝﾓｰﾙ KYOTO店

京都府 京都市南区八条通西洞院下ル

ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO kaede館２Ｆ

49

大垣書店高槻店

大阪府 高槻市芥川町１－２ Ｃ－１１５号

アクトアモーレ１Ｆ

50

ゆったりんこ

大阪府 交野市森南1-5-3

51

ＨＥＰ ＦＩＶＥ店 Ｂ１F

大阪府 大阪市北区角田町５－１５

52

Bacchus FUKUI 福井商店

兵庫県 西宮市石刎町３－１８

53

ガーデンパーク和歌山店

54

カプリチョーザ 松江店

島根県 松江市朝日町478-18

松江テルサ２F

55

ミュージックプラザ インドウ

福岡県 福岡市中央区天神２－８－２３４

新天町南通

56

アミュエスト・デイトス店

福岡県 福岡市博多区博多駅中央街１－１

１Ｆ

57

ぴあｽﾃｰｼｮﾝチケットポート福岡パルコ店

福岡県 福岡市中央区天神２－１１－１

福岡パルコ５F

58

小倉井筒屋 新館８Ｆ

福岡県 北九州市小倉北区船場町１－１

59

黒崎井筒屋 ６Ｆ

60

肝付町勤労青少年ホーム

ソニックシティ１Ｆ

銀座ファイブ１Ｆ

113号室

東京都 世田谷区八幡山3-10-20

ＨＥＰＦＩＶＥ Ｂ１Ｆ

和歌山県 和歌山市松江向鵜ノ島１４６９－１

福岡県 北九州市八幡西区黒崎１－１－１
鹿児島県 肝属郡肝付町前田3697

