
CNBLUE「EUPHORIA」サポート店ver.オリジナルポストカード提供店リスト
店名 県 エリア

We'sイオンモール旭川⻄店 北海道 北海道
We's石狩緑苑台店　 北海道 北海道

We's室蘭店　  北海道 北海道
玉光堂イオン江別店 北海道 北海道
玉光堂イオン小樽店 北海道 北海道
玉光堂イオン帯広店 北海道 北海道
玉光堂イオン釧路店 北海道 北海道
玉光堂イオン千歳店 北海道 北海道

玉光堂イオンモール旭川駅前店 北海道 北海道
玉光堂イオンモール平岡店 北海道 北海道

玉光堂新さっぽろ店 北海道 北海道
玉光堂パセオ店 北海道 北海道

玉光堂棒二森屋店 北海道 北海道
玉光堂四丁目店 北海道 北海道

コーチャンフォー旭川店 北海道 北海道
コーチャンフォー美しが丘店 北海道 北海道

コーチャンフォー北⾒店 北海道 北海道
コーチャンフォー釧路店 北海道 北海道

コーチャンフォー新川通り店 北海道 北海道
コーチャンフォーミュンヘン大橋店 北海道 北海道

㈱ヨドバシカメラ  MM札幌            北海道 北海道
新星堂 ⼋⼾ニュータウン店 ⻘森県 東北
バンダレコードさくら野弘前店 ⻘森県 東北
Ｍʼｓ　ＥＸＰＯ　盛岡店 岩手県 東北
Ｍʼｓレコード　アルテ店 岩手県 東北

バンダレコード　イオンモール盛岡南店 岩手県 東北
バンダレコードイオンモール石巻 宮城県 東北

バンダレコードイオンモール富谷店 宮城県 東北
バンダレコードイオンモール名取店 宮城県 東北
バンダレコードイオンモール利府 宮城県 東北

山野楽器　仙台店 宮城県 東北
新星堂 エスパル山形店 山形県 東北

新星堂 鶴岡店 山形県 東北
バンダレコードイオン東根店 山形県 東北
バンダレコードイオン福島店 福島県 東北

紀伊國屋書店 大手町ビル店 東京都 関東
㈱五番街  東武プラザ店                             東京都 関東

サウンドショップ　ニッポー 東京都 関東
新星堂 赤羽ヨーカドー店 東京都 関東

新星堂 昭島店 東京都 関東
新星堂 アトレ吉祥寺店 東京都 関東

新星堂 アルカキット錦糸町店 東京都 関東
新星堂 Ｔｅａ ｆｏｒ Ｔｗｏ Ｒ．⽴川店 東京都 関東

新星堂 ⻄新井店 東京都 関東
新星堂 東久留⽶店 東京都 関東
新星堂 東村山店 東京都 関東

新星堂 武蔵境ヨーカドー店 東京都 関東
バンダレコード イオン板橋店 東京都 関東

山野楽器　イオンモール東久留⽶店 東京都 関東



山野楽器　小田急新宿店 東京都 関東
山野楽器　小田急町田店 東京都 関東

山野楽器　銀座本店 東京都 関東
山野楽器　成城コルティ店 東京都 関東
山野楽器　⻄武池袋店 東京都 関東

山野楽器　セレオ⼋王子店 東京都 関東
山野楽器　調布パルコ店 東京都 関東
山野楽器　日本橋三越店 東京都 関東
山野楽器　府中フォーリス店 東京都 関東

新星堂 海⽼名店 神奈川県 関東
新星堂 上大岡店 神奈川県 関東
新星堂 湘南台店 神奈川県 関東

新星堂 ⽴場ヨーカドー店 神奈川県 関東
新星堂 横浜ジョイナス店 神奈川県 関東
新星堂 ライフ三ツ境店 神奈川県 関東

バンダレコードららぽーと海⽼名店 神奈川県 関東
バンダレコードららぽーと湘南平塚店 神奈川県 関東

山野楽器　相模大野ステーションスクエア店 神奈川県 関東
山野楽器　新百合ヶ丘エルミロード店 神奈川県 関東

山野楽器　そごう横浜店 神奈川県 関東
山野楽器　たまプラーザ テラス店 神奈川県 関東

山野楽器　辻堂店 神奈川県 関東
山野楽器　本厚木ミロード店 神奈川県 関東

山野楽器　ミウィ橋本店 神奈川県 関東
山野楽器　ラスカ平塚店 神奈川県 関東

ヤジマレコード本店  サニーズミュージック           神奈川県 関東
新星堂 アリオ深谷店 埼玉県 関東
新星堂 春日部店 埼玉県 関東
新星堂 上福岡店 埼玉県 関東

新星堂 新越谷駅ビル店 埼玉県 関東
新星堂 草加駅ビル 埼玉県 関東

新星堂 飯能店 埼玉県 関東
新星堂 ベニバナウォーク桶川店 埼玉県 関東

新星堂 和光店 埼玉県 関東
浜野時計楽器店                           埼玉県 関東

バンダレコードイオン大井店 埼玉県 関東
バンダレコード所沢本店 埼玉県 関東

山野楽器　イオンモール北⼾田店 埼玉県 関東
山野楽器　そごう大宮店 埼玉県 関東
山野楽器　そごう川口店 埼玉県 関東
山野楽器　丸広上尾店 埼玉県 関東
山野楽器　丸広入間店 埼玉県 関東
山野楽器　丸広川越店 埼玉県 関東

山野楽器　ららぽーと新三郷店 埼玉県 関東
山野楽器　ワルツ所沢店 埼玉県 関東

新星堂 ニッケコルトンプラザ店 千葉県 関東
山野楽器　新浦安店 千葉県 関東

山野楽器　そごう千葉店 千葉県 関東
ＡＣＡＤＥＭＩＡイーアスつくば店 茨城県 関東

新星堂 ⽔⼾店 茨城県 関東
バンダレコード イオンモールつくば店 茨城県 関東



新星堂 イオンモール佐野新都市店 栃木県 関東
紀伊國屋書店 前橋店 群馬県 関東

新星堂 ラザウォーク甲斐双葉店 山梨県 甲信越
笠原書店　レイクウォーク店 ⻑野県 甲信越

平安堂飯田店 ⻑野県 甲信越
平安堂伊那店 ⻑野県 甲信越
平安堂更埴店 ⻑野県 甲信越

平安堂東和田店 ⻑野県 甲信越
ライオン堂 ⻑野県 甲信越

We's⻑岡店 新潟県 甲信越
We's新潟⻄店 新潟県 甲信越

紀伊國屋書店 新潟店 新潟県 甲信越
紀伊國屋書店 富山店 富山県 北陸

ＢＯＯＫＳなかだ　大沢野店 富山県 北陸
ＢＯＯＫＳなかだ　ファボーレ店 富山県 北陸

ＢＯＯＫＳなかだ　イオンかほく店 石川県 北陸
ＢＯＯＫＳなかだ　小松大領店 石川県 北陸

紀伊國屋書店 福井店 福井県 北陸
松木屋  エルパ店                                   福井県 北陸
イケヤ  アピタ掛川店                               静岡県 東海

イケヤ  イオンモール浜松志都呂店                   静岡県 東海
イケヤ  ⾼林店                                     静岡県 東海

イケヤ  沼津イシバシプラザ店                       静岡県 東海
イケヤ  プレ葉ウォーク浜北店                       静岡県 東海

イケヤ⽂楽館　湖⻄店 静岡県 東海
イケヤ  ＭＡＲＫ  ＩＳ  静岡店                     静岡県 東海

アビイロード 愛知県 東海
イケヤ  イオン小牧店                               愛知県 東海

㈱音楽堂  栄地下店   愛知県 東海
新星堂 アピタ阿久比店 愛知県 東海
新星堂 アピタ岡崎北店 愛知県 東海
新星堂 アピタ静岡店 静岡県 東海

新星堂 アピタ⻑久手店 愛知県 東海
新星堂 アピタ名古屋南店 愛知県 東海

新星堂 イオンモール名古屋港店 愛知県 東海
新星堂 テラスウォーク一宮店 愛知県 東海

新星堂 豊橋店 愛知県 東海
新星堂 名古屋店 愛知県 東海

新星堂 ポートウォークみなと店 愛知県 東海
新星堂 リーフウォーク稲沢店 愛知県 東海

バンダレコードイオンモール名古屋茶屋店 愛知県 東海
フタバ図書ＴＥＲＡワンダーシティ店 愛知県 東海

⽂化堂楽器　パレ店 愛知県 東海
本の王国安城店 愛知県 東海
本の王国刈谷店 愛知県 東海

本の王国豊田吉原店 愛知県 東海
名豊ミュージック  豊橋本店                         愛知県 東海

新星堂 カラフルタウン岐阜店 岐阜県 東海
コメリ書房　松阪店 三重県 東海

三洋堂書店　名張店 三重県 東海
新星堂 イオンモール桑名店 三重県 東海



㈱ＪＥＵＧＩＡ  草津Ａ・ＳＱＵＡＲＥ店             滋賀県 関⻄
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大和郡山店 奈良県 関⻄
大垣書店イオンモール京都店 京都府 関⻄

大垣書店イオンモール京都桂川店 京都府 関⻄
大垣書店　⾼島屋店 京都府 関⻄

㈱清⽔屋商店                                       京都府 関⻄
㈱ＪＥＵＧＩＡ  イオンモール久御山店               京都府 関⻄
㈱ＪＥＵＧＩＡ  三条本店                           京都府 関⻄

富士書房　アルプラザ木津店 京都府 関⻄
ミヤコ  京都大丸店                                 京都府 関⻄
交声堂  千⾥店                                     大阪府 関⻄

㈱ＪＥＵＧＩＡ  イオンモール茨木店                 大阪府 関⻄
㈱ＪＥＵＧＩＡ  上本町近鉄店                       大阪府 関⻄

新星堂 京橋店 大阪府 関⻄
新星堂 天王寺ミオ店 大阪府 関⻄

新星堂 難波店 大阪府 関⻄
ディスクピア  日本橋店                             大阪府 関⻄
ミヤコ  アリオ鳳店                                 大阪府 関⻄

ミヤコ  イオンモール大日店                         大阪府 関⻄
ミヤコ  ニトリモール枚方店                         大阪府 関⻄
ミヤコ  パンジョ店                                 大阪府 関⻄

山野楽器　イオンモール鶴⾒緑地店 大阪府 関⻄
山野楽器　⻄武⼋尾店 大阪府 関⻄

㈱ヨドバシカメラ  ＭＭ梅田         大阪府 関⻄
新星堂 明石ヨーカドー 兵庫県 関⻄

新星堂 加古川店 兵庫県 関⻄
大蓄  ⻄神店                                       兵庫県 関⻄
ミヤコ  尼崎店                                     兵庫県 関⻄

ミヤコ  イオンモール伊丹昆陽店                     兵庫県 関⻄
TSUTAYA WAYオーシティ前 田辺店 和歌山県 関⻄

TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店 和歌山県 関⻄
ミヤコ  イオンモール和歌山店                       和歌山県 関⻄

紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店 徳島県 四国
紀伊國屋書店 丸⻲店 香川県 四国

（有）デュークショップ  松山店                     愛媛県 四国
エディオン  広島本店                               広島県 中国

紀伊國屋書店　広島廿日市店　CD・DVD売場 広島県 中国
フタバ図書Λｌｔｉ福山本店 広島県 中国

フタバ図書ＧＩＧＡ呉駅レクレ店 広島県 中国
フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店 広島県 中国
フタバ図書ＭＥＧＡ祇園中筋店 広島県 中国

STUDIO WONDERイオンモール日吉津店 鳥取県 中国
本の学校メディア館 鳥取県 中国

今井書店グループセンター店STUDIO WONDER 島根県 中国
STUDIO WONDERイオン松江店 島根県 中国

新星堂 宇部店 山口県 中国
㈱印藤楽器店                                       福岡県 九州

新星堂 小倉駅アミュプラザ店 福岡県 九州
新星堂 サンリブシティ小倉店 福岡県 九州

フタバ図書ＧＩＧＡ福岡春日店 福岡県 九州
フタバ図書ＴＥＲＡ福岡東店 福岡県 九州



新星堂 ゆめタウン光の森 熊本県 九州
リブロ 大分わさだ店 大分県 九州

新星堂 イオンモール宮崎店 宮崎県 九州
We's⿅児島店 ⿅児島県 九州

紀伊國屋書店 ⿅児島店 ⿅児島 九州
サウンドボックスミツトモ　 沖縄県 九州

ぐるぐる王国 EC EC
DATVshopping EC EC

ネオ・ウィング EC EC
mu-moショップ EC EC

楽天ブックス EC EC
WARNERMUSIC DIRECT EC EC


