
6/30 発売 DVD 純烈「純烈コンサート 2020  

YOU ARE MY SUNSHINE!!!!」 CD ショップ購⼊者特典︕︕ 
6/30（水）発売 純烈「純烈コンサート2020 YOU ARE MY SUNSHINE!!!!」（CRBN-97）を下記対象店舗にてお買い上
げの方に、先着（予約者優先）で”オリジナルマグネット”を差し上げます︕是非お近くのCDショップでお買い求め下さい。 

 

※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こちらの特典はお付けできません。予めご了承願います。 

 

[デザインイメージ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 市区町村 店名 

北海道 旭川市 We's イオンモール旭川西店 

北海道 札幌市 ＨＭＶ 札幌ステラプレイス 

北海道 室蘭市 We's 室蘭店 

北海道 石狩市 We's 石狩緑苑台店 

北海道 北見市 玉光堂 イオン北見店 

北海道 北見市 コーチャンフォー北見店 

北海道 留萌市 吉崎レコード 

宮城県 仙台市 山野楽器仙台店 

秋田県 秋田市 ＨＭＶ イオンモール秋田 

秋田県 秋田市 細川レコード 

茨城県 境町 楽園堂 

茨城県 水戸市 新星堂 水戸店 

栃木県 宇都宮市 ＨＭＶ イトーヨーカドー宇都宮 

栃木県 佐野市 新星堂 イオン佐野新都市店 

群馬県 前橋市 紀伊國屋書店前橋店 

埼玉県 さいたま市 山野楽器そごう大宮店 

埼玉県 越谷市 新星堂 新越谷駅ビル店 

埼玉県 上尾市 山野楽器イオンモール上尾店 



埼玉県 川越市 山野楽器丸広川越店 

埼玉県 武蔵村山市 ＨＭＶ イオンモールむさし村山 

埼玉県 蕨市 ミヤコ蕨 

千葉県 千葉市 山野楽器そごう千葉店 

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 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 山野楽器小田急新宿店 

東京都 新宿区 タワーレコード新宿店 

東京都 豊島区 五番街 

東京都 豊島区 タワーレコード池袋店 

東京都 北区 美声堂 

東京都 墨田区 セキネ楽器店 

東京都 千代田区 タワーレコード 秋葉原店 

東京都 台東区 音のヨーロー堂 

東京都 中央区 銀座山野楽器本店 

東京都 中野区 中野 名曲堂 

東京都 町田市 鈴木楽器 

東京都 八王子市 山野楽器セレオ八王子店 

東京都 府中市 山野楽器府中フォーリス店 

東京都 立川市 ＨＭＶ 立川 

神奈川県 横浜市 新星堂 上大岡店店 

神奈川県 厚木市 山野楽器本厚木ミロード店 

神奈川県 小田原市 新星堂 小田原ダイナシティ店 

神奈川県 川崎市 ＨＭＶ ラゾーナ川崎 

神奈川県 平塚市 山野楽器ラスカ平塚店 

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 新潟市 We's 新潟西店 

新潟県 新潟市 ミュージックショップフジヤ 

新潟県 新潟市 紀伊國屋書店新潟店 

新潟県 長岡市 We's イオン長岡店 

富山県 高岡市 ＨＭＶ イオンモール高岡 

石川県 白山市 新星堂 アピタ松任店 

長野県 安曇野市 平安堂あづみ野店 

長野県 長野市 アベレコード 

静岡県 浜松市 イケヤプレ葉ウォーク浜北店 

岐阜県 中津川市 三洋堂書店  ルビットタウン中津川店 

愛知県 一宮市 HMV イオンモール木曽川 

愛知県 西尾市 三洋堂書店 西尾店 

愛知県 扶桑町 HMV イオンモール扶桑 



愛知県 豊橋市 新星堂 アピタ向山店 

愛知県 豊川市 三洋堂書店 豊川店 

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 タワーレコード近鉄パッセ店 

愛知県 名古屋市 濃尾商会 

三重県 松阪市 ディスクイン村井楽器 

京都府 宇治市 和田電器 

大阪府 岸和田市 ヤングレコード本店 

大阪府 堺市 ヤマブキレコード 

大阪府 堺市西区 紀伊國屋書店アリオ鳳店 

大阪府 大阪市 山野楽器イオンモール鶴見緑地店 

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 Joshin 日本橋店１F ディスクピア 

大阪府 大阪市 タワーレコード 難波店 

大阪府 八尾市 タワーレコード アリオ八尾店 

兵庫県 伊丹市 ミヤコイオンモール伊丹昆陽店 

奈良県 大和郡山市 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 大和郡山店 

鳥取県 鳥取市 今井書店 吉成店サウンドスタジアム 

島根県 松江市 今井書店グループセンター店 STUDIO WONDER 

岡山県 岡山市 HMV イオンモール岡山 

広島県 安芸郡 フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店 

広島県 広島市 エディオン広島本店 

広島県 福山市 久松商会 

愛媛県 東温市 ＴＳＵＴＡＹＡ ＢＯＯＫ ＳＴＯＲＥ 重信 

高知県 高知市 サークルミュージック 

福岡県 福岡市 ミュージックプラザインドウ 

福岡県 福岡市 タワーレコード福岡パルコ店 

福岡県 柳川市 甲斐田レコード店 

佐賀県 鳥栖市 さとう 

大分県 大分市 エトウ南海堂 

大分県 大分市 HMV パークプレイス大分 

熊本県 菊池郡 紀伊國屋書店熊本光の森店 

熊本県 菊池郡 新星堂 ゆめタウン光の森店 

熊本県 熊本市 ムラヤマレコード本店 

鹿児島県 鹿児島市 We's イオンモール鹿児島店 

鹿児島県 鹿児島市 十字屋 CROSS 

EC EC TSUTAYA オンラインショッピング 

EC EC 楽天ブックス 

EC EC セブンネットショッピング 

EC EC クラウン徳間ミュージックショップ 

EC EC HMV＆BOOKS online 



 


