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CDショップ先着購入特典 対象店舗 一覧
店名

都道府県

Amazon.co.jp
タワーレコード オンライン
HMV&BOOKS Online
ぐるぐる王国

オンラインショップ

楽天ブックス
TSUTAYAオンラインショッピング（予約分のみ）
ｍｕ－ｍｏショップ
TSUTAYA RECORDS全店（一部店舗除く）

全国

コーチャンフォー 北見店
コーチャンフォー 旭川店
コーチャンフォー 新川通り店
コーチャンフォー 釧路店
コーチャンフォー 美しが丘店
コーチャンフォーミュンヘン大橋店
タワーレコード 苫小牧店
タワーレコード アリオ札幌店

北海道

ＨＭＶ 札幌ステラプレイス
We'sイオンモール旭川西店
We's室蘭店
We's石狩緑苑台店
玉光堂パセオ店
玉光堂イオン帯広店
タワーレコード 下田店
ＨＭＶ イオンモールつがる柏
新星堂 八戸ニュータウン店

青森県

バンダレコードさくら野弘前店
バンダレコード イオンモール盛岡南店

岩手県

タワーレコード 仙台パルコ店
新星堂 ザ・モール仙台長町店

宮城県

バンダレコードイオンモール石巻店
新星堂 鶴岡店

山形県

タワーレコード 郡山店

福島県

ＨＭＶ イトーヨーカドー宇都宮
新星堂 ララスクエア宇都宮店
ＨＭＶ イオンモール高崎

栃木県
群馬県

タワーレコード アリオ鷲宮店
タワーレコード イオンレイクタウン店
タワーレコード 浦和店
タワーレコード アリオ上尾店
ＨＭＶ イオンモール浦和美園
ＨＭＶ ららぽーと富士見
ＨＭＶ イオンモール与野
ＨＭＶ イオンモール羽生
ＨＭＶ イオンモール川口前川
銀座山野楽器 そごう大宮店
銀座山野楽器 丸広川越店
新星堂 新越谷駅ビル店
新星堂 アリオ深谷店

埼玉県

紀伊國屋書店 さいたま新都心店
タワーレコード 津田沼店
タワーレコード アリオモール蘇我店
ＨＭＶ イオンモール八千代緑が丘
ＨＭＶ イオンモール成田
ＨＭＶ イオンモール千葉ニュータウン

千葉県

ＨＭＶ ららぽーと柏の葉
紀伊國屋書店 流山おおたかの森店
新星堂 カルチェ５柏店
コーチャンフォー若葉台店
タワーレコード 渋谷店
タワーレコード 新宿店
タワーレコード 町田店
タワーレコード 池袋店
タワーレコード アリオ亀有店
タワーレコード 秋葉原店
タワーミニ 汐留店
タワーレコード 八王子店
タワーレコード 吉祥寺店
ＨＭＶ エソラ池袋
ＨＭＶ 立川
ＨＭＶ ルミネエスト新宿
ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＨＩＢＵＹＡ

東京都

ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＨＩＢＩＹＡ ＣＯＴＴＡＧＥ
銀座山野楽器 調布パルコ店
銀座山野楽器 本店
銀座山野楽器 セレオ八王子店
銀座山野楽器 府中フォーリス店
銀座山野楽器 西武池袋店
新星堂 アルカキット錦糸町店
新星堂 Tea for Two R. 立川店
新星堂 昭島店
新星堂 東村山店
新星堂 国分寺駅ビル店
サウンドショップ ニッポー
タワーレコード 横浜ビブレ店
タワーレコード 西武東戸塚店
タワーレコード アリオ橋本店
タワーレコード グランツリー武蔵小杉店
タワーレコード 川崎店
ＨＭＶ ららぽーと横浜
ＨＭＶ ラゾーナ川崎

神奈川県

銀座山野楽器 新百合ヶ丘エルミロード店
銀座山野楽器 そごう横浜店
銀座山野楽器 本厚木ミロード店
新星堂 横浜ジョイナス店
新星堂 上大岡店
新星堂 海老名店
タワーレコード 新潟店
We's長岡店
紀伊國屋書店 新潟店

新潟県

ＨＭＶ イオンモール高岡
ＢＯＯＫＳなかだ ファボーレ店

富山県

ＢＯＯＫＳなかだ イオンかほく店

石川県

松木屋 エルパ店

福井県

タワーレコード 上田店
平安堂長野店
平安堂東和田店
平安堂更埴店

長野県

平安堂飯田店
平安堂あづみ野店
ライオン堂
タワーレコード モレラ岐阜店
ＨＭＶ イオンモール各務原

岐阜県

新星堂 カラフルタウン岐阜店
イケヤ 沼津イシバシプラザ店
イケヤ ＭＡＲＫ ＩＳ 静岡店
タワーレコード 静岡店
タワーレコード ららぽーと磐田店

静岡県

ＨＭＶ イオンモール浜松市野
イケヤ文楽館 湖西店
名豊ミュージック 豊橋本店
イケヤ イオン小牧店
フタバ図書 ＴＥＲＡワンダーシティ店
タワーレコード 名古屋近鉄パッセ店
タワーレコード 東浦店
タワーレコード 名古屋パルコ店
タワーレコード 大高店
ＨＭＶ イオンモールナゴヤドーム前
ＨＭＶ イオンモール扶桑
ＨＭＶ イオンモール木曽川

愛知県

ＨＭＶ イオンモール岡崎
ＨＭＶ 栄
ＨＭＶ イオンモール熱田
新星堂 アピタ長久手店
新星堂 アピタ岡崎北店
新星堂 アピタ向山店
本の王国刈谷店
バンダレコード イオンモール新瑞橋店
バンダレコードイオンモール名古屋茶屋店
タワーレコード 鈴鹿店

三重県

ＪＥＵＧＩＡ イオン久御山店
タワーレコード 京都店

京都府

ＨＭＶ 京都カナート洛北
ディスクピア 日本橋店
タワーレコード 難波店
タワーレコード 梅田ＮＵ茶屋町店
タワーレコード 梅田大阪マルビル店
タワーレコード アリオ八尾店
タワーレコード 北花田店
タワーレコード 西武高槻店
ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＨＩＮＳＡＩＢＡＳＨＩ

大阪府

大阪府
ＨＭＶ ららぽーと和泉
ＨＭＶ ＳＰＯＴ あべのキューズモール
銀座山野楽器 イオンモール鶴見緑地店
新星堂 天王寺ミオ店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ りんくう泉南店
タワーレコード 神戸店
タワーレコード 明石店
ＨＭＶ イオンモール伊丹
ＨＭＶ 阪急西宮ガーデンズ

兵庫県

ＨＭＶ 三宮ＶＩＶＲＥ
新星堂 加古川店
タワーレコード 橿原店
Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 大和郡山店
タワーレコード イオンモール倉敷店
タワーレコード アリオ倉敷店
フタバ図書 ＴＥＲＡ広島府中店
タワーレコード 広島店
新星堂 宇部店
紀伊國屋書店 ゆめタウン徳島店
平惣 小松島店

奈良県
岡山県
広島県
山口県
徳島県

紀伊國屋書店 丸亀店

香川県

Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 新居浜店

愛媛県

ＨＭＶ イオンモール高知

高知県

タワーレコード 福岡パルコ店
タワーレコード 久留米店
タワーレコード アミュプラザ博多店
タワーレコード 香椎浜店
タワーレコード 若松店

福岡県

ＨＭＶ イオンモール福津
ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＨＡＫＡＴＡ
ＨＭＶ イオンモール直方
新星堂 小倉駅アミュプラザ店
紀伊國屋書店 佐賀店

佐賀県

新星堂 ゆめタウン光の森店

熊本県

ＨＭＶ パークプレイス大分

大分県

新星堂 イオンモール宮崎店
タワーレコード アミュプラザ鹿児島店
サウンドボックス ミツトモ

宮崎県
鹿児島県
沖縄県

