
3/11 発売 半﨑美子「布石」 CD ショップ購入者特典 

 

3/11（水）発売 半﨑美子「布石」（CRCP-10442）を下記対象店舗にて、ご購入の方に“「布石」オリジナル

カレンダーカード”を差し上げます︕是非、対象店舗にてご予約・ご購入下さい︕  

 

[デザイン⾒本]  

＜表＞                                     ＜裏＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特典は先着のため数に限りがございますのでなくなり次第終了となります。 

※下記ＣＤショップでのご予約・ご購入者対象の先着特典となります。 

※イベント時に、会場にてご予約・ご購入されたお客様へは特典会参加券等、別途特典をお付けしておりますの

でこちらの特典はお付けできません。予めご了承願います。 

 

EC サイト 

EC EC タワーレコード オンライン 

EC EC 新星堂 WonderGOO オンライン 

EC EC HMV&BOOKS online 

CD SHOP 

都道府県 区市町村 店名 

北海道 旭川市 コーチャンフォー旭川店 

北海道 旭川市 玉光堂イオンモール旭川駅前店 

北海道 旭川市 We's イオンモール旭川西店 

北海道 岩見沢市 玉光堂イオン岩見沢店 



北海道 釧路郡 玉光堂イオン釧路店 

北海道 釧路市 玉光堂イオンモール釧路昭和店 

北海道 江別市 玉光堂イオン江別店 

北海道 札幌市 コーチャンフォー美しが丘店 

北海道 札幌市 コーチャンフォーミュンヘン大橋店 

北海道 札幌市 コーチャンフォー新川通り店 

北海道 札幌市 玉光堂パセオ店 

北海道 札幌市 玉光堂四丁目店 

北海道 札幌市 玉光堂イオンモール札幌発寒店 

北海道 札幌市 玉光堂カテプリ店 

北海道 札幌市 タワーレコードアリオ札幌店 

北海道 札幌市 タワーレコード札幌ピヴォ店 

北海道 札幌市 HMV 札幌ステラプレイス 

北海道 札幌市 ミュージックショップ音楽処 

北海道 室蘭市 We's 室蘭店 

北海道 小樽市 玉光堂小樽本店 

北海道 石狩市 We's 石狩緑苑台店 

北海道 千歳市 玉光堂イオン千歳店 

北海道 帯広市 ＣＤ ＰＬＡＺＡ ＷＡＶＥ ＭＥＧＡ ＭＡＣ店 

北海道 帯広市 ＣＤ ＰＬＡＺＡ ＷＡＶＥ ＷＯＷ店 

北海道 帯広市 玉光堂イオン帯広店 

北海道 帯広市 玉光堂帯広イトーヨーカドー店 

北海道 苫小牧市 タワーレコード苫小牧店 

北海道 函館市 玉光堂函館駅前ビル店 

北海道 北見市 コーチャンフォー北見店 

北海道 北見市 玉光堂イオン北見店 

北海道 留萌市 吉崎レコード 楽器店 

青森県 弘前市 バンダレコード さくら野弘前店 

青森県 青森市 成田本店 しんまち店 

青森県 青森市 成田本店 つくだ店 

青森県 八戸市 成田本店 みなと高台店 

岩手県 盛岡市 バンダレコード イオンモール盛岡南店 

宮城県 宮城郡 バンダレコードイオンモール利府 

宮城県 栗原市 ブックセンター湘南栗原店 

宮城県 柴田郡 スクラム大河原店 

宮城県 石巻市 バンダレコードイオンモール石巻 

宮城県 仙台市 バンダレコード イオン仙台中山店 



宮城県 仙台市 八文字屋書店セルバ店 

宮城県 大崎市 スクラム古川店 

宮城県 富谷市 バンダレコード イオンモール富谷店 

宮城県 名取市 バンダレコード イオンモール名取店 

山形県 山形市 こまつ書店 寿町本店 

山形県 山形市 八文字屋北店 

山形県 酒田市 みずほ八文字屋 

山形県 新庄市 丸井八文字屋 

山形県 長井市 八文字屋長井店 

山形県 鶴岡市 八文字屋鶴岡店 

山形県 天童市 ＴＥＮＤＯ八文字屋 

山形県 東根市 バンダレコードイオン東根店 

福島県 会津若松市 We's 会津若松店 

福島県 相馬市 モリタミュージック 

福島県 福島市 バンダレコード 福島西道路店 

福島県 福島市 バンダレコード イオン福島店 

茨城県 つくば市 バンダレコード イオンモールつくば店 

茨城県 土浦市 バンダレコード イオンモール土浦店 

栃木県 宇都宮市 HMV イトーヨーカドー宇都宮 

群馬県 高崎市 タワーレコード高崎オーパ店 

群馬県 高崎市 HMV イオンモール高崎 

群馬県 前橋市 紀伊國屋書店前橋店 

群馬県 太田市 HMV イオンモール太田 

埼玉県 さいたま市 バンダレコード ステラタウン店 

埼玉県 越谷市 新星堂 新越谷駅ビル店 

埼玉県 三郷市 バンダレコードららぽーと新三郷店 

埼玉県 所沢市 バンダレコード 新所沢パルコ店 

埼玉県 川越市 バンダレコード 本川越ぺぺ店 

埼玉県 富士見市 HMV ららぽーと富士見 

千葉県 松戸市 バンダレコードテラスモール松戸店 

千葉県 成田市 HMV イオンモール成田 

千葉県 千葉市 バンダレコードイオンマリンピア店 

千葉県 八千代市 バンダレコードイトーヨーカドー八千代店 

千葉県 木更津市 新星堂 イオンモール木更津店 

千葉県 流山市 紀伊國屋書店流山おおたかの森店 

東京都 渋谷区 タワーレコード渋谷店 

東京都 渋谷区 HMV&BOOKS SHIBUYA 



東京都 新宿区 タワーレコード新宿店 

東京都 豊島区 HMV エソラ池袋 

東京都 豊島区 五番街 

東京都 北区 バンダレコードイトーヨーカドー赤羽店 

東京都 千代田区 タワーレコード秋葉原店 

東京都 中央区 銀座山野楽器本店 

東京都 板橋区 バンダレコード イオン板橋ＳＣ 

東京都 品川区 ペットサウンズ 

東京都 武蔵野市 新星堂 武蔵境ヨーカドー店 

東京都 武蔵野市 新星堂 アトレ吉祥寺店 

東京都 武蔵野市 タワーレコード吉祥寺店 

東京都 立川市 HMV 立川 

東京都 西東京市 バンダレコード ＬＩＶＩＮ田無店 

東京都 町田市 タワーレコード町田市 

神奈川県 綾瀬市 バンダレコード綾瀬タウンヒルズ店 

神奈川県 横浜市 山野楽器たまプラーザテラス店 

神奈川県 横浜市 バンダレコードイオン金沢八景店 

神奈川県 横浜市 新星堂 上大岡店 

神奈川県 横浜市 タワーレコード横浜ビブレ店 

神奈川県 海老名市 バンダレコードららぽーと海老名店 

神奈川県 海老名市 新星堂 海老名店 

神奈川県 川崎市 HMV ラゾーナ川崎 

神奈川県 藤沢市 新星堂 湘南台ヨーカドー店 

神奈川県 平塚市 バンダレコードららぽーと湘南平塚店 

新潟県 十日町市 サウンドエース 

新潟県 新潟市 紀伊國屋書店新潟店 

新潟県 新潟市 タワーレコード新潟店 

新潟県 新潟市 We's 新潟西店 

新潟県 長岡市 We's 長岡店 

富山県 富山市 トオンミュージック ファボーレ店 

石川県 かほく市 ＢＯＯＫＳなかだ イオンかほく店 

山梨県 甲斐市 新星堂 ラザウォーク甲斐双葉 

山梨県 甲府市 玉光堂セレオ甲府店 

長野県 安曇野市 平安堂あづみ野店 

長野県 伊那市 平安堂伊那店 

長野県 塩尻市 平安堂塩尻店 

長野県 松本市 ライオン堂 



長野県 長野市 平安堂長野店 

長野県 長野市 平安堂東和田店 

長野県 長野市 平安堂若槻店 

長野県 飯田市 平安堂座光寺店 

長野県 飯田市 平安堂飯田店 

静岡県 三島市 バンダレコード三島店 

静岡県 静岡市 タワーレコード静岡店 

静岡県 浜松市 イケヤ プレ葉ウォーク浜北店 

静岡県 浜松市 HMV イオンモール浜松市野 

岐阜県 各務原市 サウンド・ハンター各務原店 

岐阜県 各務原市 ＨＭＶ イオンモール各務原 

岐阜県 岐阜市 新星堂 カラフルタウン岐阜 

愛知県 岡崎市 ＨＭＶ イオンモール岡崎 

愛知県 長久手市 バンダレコードイオンモール長久手店 

愛知県 名古屋市 バンダレコード イオンモール名古屋茶屋店 

愛知県 名古屋市 バンダレコード イオンモール新瑞橋店 

愛知県 名古屋市 We's 緑店 

愛知県 名古屋市 タワーレコード 名古屋近鉄パッセ店 

愛知県 名古屋市 音楽堂サカエチカ店 

大阪府 大阪市 タワーレコード梅田大阪マルビル店 

大阪府 大阪市 ディスクピア日本橋店 

大阪府 大阪市 タワーレコード難波店 

兵庫県 伊丹市 HMV イオンモール伊丹店 

兵庫県 神戸市 タワーレコード神戸店 

兵庫県 西宮市 HMV 阪急西宮ガーデンズ店 

奈良県 生駒市 玉光堂イオンモール奈良登美ケ丘店 

奈良県 大和郡山市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 大和郡山店 

鳥取県 鳥取市 ブックセンターコスモ吉方店 

島根県 松江市 今井書店グループセンター店 STUDIO WONDER 

広島県 福山市 久松商会 

徳島県 板野郡 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店 

香川県 高松市 デュークショップ高松店 

熊本県 熊本市 ムラヤマレコードイオン熊本中央店 

鹿児島県 鹿児島市 ブックスミスミ オプシア 

鹿児島県 鹿児島市 We's 鹿児島店 

 


