
9/2発売発売発売発売 モングンモングンモングンモングン「「「「昔のひと昔のひと昔のひと昔のひと」」」」(CRCN-8353)をををを 

下記対象店舗でお買い上げのお客様に先着で下記対象店舗でお買い上げのお客様に先着で下記対象店舗でお買い上げのお客様に先着で下記対象店舗でお買い上げのお客様に先着で 

【【【【オリジナルマスクケースオリジナルマスクケースオリジナルマスクケースオリジナルマスクケース】】】】プレゼント！プレゼント！プレゼント！プレゼント！ 

 

※特典は数に限りがございますのでお早めにお買い求めください。  

※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、会場にてご購入されたお客様へは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。 
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都道府県 市区町村 店名 

北海道 札幌市 玉光堂四丁目店 

北海道 札幌市 ミュジックショップ音楽処 

北海道 帯広市 浅原栄陽堂 

北海道 滝川市 （株）サクラ商会 

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 猿島郡 楽園堂 

茨城県 古河市 東洋堂 

千葉県 柏市 新星堂 カルチェ５柏店 

東京都 江戸川区 音曲堂 

東京都 新宿区 タワーレコード新宿店 

東京都 台東区 ヨーロー堂 

東京都 台東区 宮田レコード 

東京都 中央区 銀座山野楽器本店 



東京都 豊島区 五番街 

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 北区 （有）美声堂 

東京都 墨田区 セキネ楽器店 

東京都 町田市 鈴木楽器店 

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 アトムレコード 

神奈川県 横浜市 新星堂 上大岡店 

神奈川県 横浜市 オデオン堂 本店 

神奈川県 横浜市 アトムレコード 

神奈川県 横浜市 新星堂 上大岡店 

石川県 小松市 トヨネレコードＤＩＳＣＦＡＮ 

石川県 白山市 新星堂 アピタ松任 

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 ヤマカ 

岐阜県 各務原市 サウンド・ハンター各務原店 

岐阜県 岐阜市 新星堂 カラフルタウン岐阜 

愛知県 豊橋市 新星堂 アピタ向山店 

愛知県 豊橋市 ツバメ屋楽器店 

愛知県 安城市 名盤堂 

愛知県 一宮市 中川商店 

愛知県 稲沢市 真野テレビレコード店 

愛知県 刈谷市 本の王国刈谷店 

愛知県 小牧市 イケヤイオン小牧店 

愛知県 大府市 サニーレコード 

愛知県 北名古屋市 ミュージックブースＢＵＮＫＡＤＯ 

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 音楽堂サカエチカ店 

愛知県 名古屋市 濃尾商会 

三重県 桑名市 北勢堂 

三重県 桑名市 サウンドイン松岡 

三重県 津市 フミヤ楽器 

三重県 鈴鹿市 みどり楽器 

三重県 伊賀市 サワノ楽器 

三重県 松阪市 ディスクイン村井楽器 

三重県 伊勢市 村林楽器店 



京都府 宇治市 和田電器 

京都府 亀岡市 内藤時計楽器 西友店 

大阪府 茨木市 JEUGIA イオンモール茨木店 

大阪府 岸和田市 ヤングレコードトークタウン店 

大阪府 高槻市 タワーレコード高槻阪急店 

大阪府 堺市 アビイ・ロード 

大阪府 堺市 ヤマブキレコード 

大阪府 松原市 ミュージックショップマーチ 

大阪府 大阪市 あこや楽器店本店 

大阪府 大阪府 新星堂 京橋店 

大阪府 東大阪市 ミヤコ瓢箪山店 

大阪府 八尾市 山野楽器リノアス八尾店 

大阪府 和泉市 マルゼン楽器本店 

兵庫県 伊丹市 ミヤコイオンモール伊丹昆陽店 

兵庫県 尼崎市 エディオン JR 尼崎駅店 

兵庫県 姫路市 毎日舎蓄音器店 

兵庫県 姫路市 姫路ミヤコ 

兵庫県 明石市 前田楽器 

奈良県 天理市 クラモトレコード 

和歌山県 洲本市 ミュージックセンター新東 

和歌山県 有田郡 金野レコード駅前店 

和歌山県 和歌山市 ＨＩＴＳイシイ 小松原本店 

鳥取県 鳥取市 今井書店 吉成店サウンドスタジアム 

岡山県 岡山市 大森楽器店 

広島県 呉市 公声堂楽器店 

広島県 広島市 サウンドラボキハラ西条店 

広島県 広島市 エディオン広島本店 

広島県 広島市 楽器センター 

広島県 三原市 福原レコード 

広島県 尾道市 大沢レコード 

広島県 福山市 新星堂 ゆめタウン福山店 

広島県 福山市 久松商会 

山口県 南陽市 南陽ミュージック 

山口県 柳井市 エディオン柳井店 

高知県 高知市 サークルミュージック 

福岡県 久留米市 サウンドシアターフェール 

福岡県 行橋市 福岡金文堂行橋店 



福岡県 糸島市 ラインレコードブラス店 

福岡県 大川市 福岡金文堂大川店 

福岡県 福岡市 ミュージックプラザインドウ 

福岡県 北九州市 松田楽器店 

福岡県 柳川市 甲斐田レコード店 

長崎県 長崎市 新星堂 長崎夢彩都 

長崎県 諫早市 原田楽器 

熊本県 宇土市 ムラヤマレコード宇土シティモール店 

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 十字屋 CROSS 

EC EC amazon 

全国 全国 玉光堂/バンダレコード/ライオン堂 各店 

 


