
2/9発売 純烈「君を奪い去りたい」（A タイプ／B タイプ） 

CD ショップ応援店 購入者特典！！ 
2/9（水）発売 純烈「君を奪い去りたい」Aタイプ（CRCN-8459）・Bタイプ（CRCN-8460）のいずれか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“ステッカーシート”を差し上げます！ 

全3種類の絵柄をランダムでプレゼント！ 

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。 

※イベント即売予約特典のステッカーシートとは別絵柄となります。 

 

 

 

[絵柄見本] 

      

 

 

都道府県 市町村区 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 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 釧路市 コーチャンフォー釧路店 

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 音楽処             

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 タワーレコード 札幌ピヴォ店 

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 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 浅原栄陽堂 

北海道 滝川市 サクラ商会 

北海道 稚内市 フナヤマ本店 

北海道 函館市 函館 蔦屋書店 

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 

青森県 上北郡 タワーレコード 下田店 

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 青森市 ＴＳＵＴＡＹＡ 青森中央店 

青森県 八戸市 フォーユー 八食店 

青森県 八戸市 成田本店 みなと高台店 

岩手県 盛岡市 Ｍ’ｓ ＥＸＰＯ 盛岡店 

宮城県 栗原市 ブックセンター湘南栗原店 

宮城県 柴田郡 ミュージックショップスマイル 大河原Ｆｏｒｔｅ店 

宮城県 石巻市 バンダレコード イオンモール石巻店 

宮城県 仙台市 山野楽器仙台店 

宮城県 仙台市 タワーレコード 仙台パルコ店 

宮城県 登米市 ＫＥＹ ＳＴＡＴＩＯＮ 

宮城県 東松島市 ブックセンター湘南矢本店 

秋田県 横手市 柏谷楽器駅前店 

秋田県 秋田市 細川レコード 

山形県 山形市 こまつ書店 桜田店 

山形県 山形市 こまつ書店 寿町本店 

山形県 山形市 こまつ書店 西田店 

山形県 山形市 こまつ書店 鈴川店 

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 天童市 ＴＥＮＤＯ八文字屋 

山形県 東根市 こまつ書店 東根店 

山形県 米沢市 こまつ書店 堀川町店 

福島県 会津若松市 We's会津若松店 

福島県 郡山市 ＴＳＵＴＡＹＡ 桑野店 

福島県 須賀川市 吉郡電器商会 

福島県 福島市 ＴＳＵＴＡＹＡ 福島南店 

茨城県 牛久市 WonderGOO ひたち野うしく店 



茨城県 古河市 東洋堂 

茨城県 坂東市 岩崎電気サービス 

茨城県 守谷市 WonderGOO 守谷店 

茨城県 常陸大宮市 WonderGOO 常陸大宮店 

茨城県 水戸市 新星堂 水戸店 

茨城県 筑西市 WonderGOO 下館店 

茨城県 土浦市 バンダレコード イオンモール土浦店 

茨城県 東茨城郡 カザマデンキ 

茨城県 那珂市 WonderGOO 那珂店 

栃木県 足利市 WonderGOO 足利店 

栃木県 栃木市 ＴＳＵＴＡＹＡ 栃木城内店 

群馬県 高崎市 文真堂書店 倉賀野店 

群馬県 高崎市 タワーレコード 高崎オーパ店 

群馬県 沼田市 小池楽器 

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 さいたま市 紀伊國屋書店さいたま新都心店 

埼玉県 越谷市 新星堂 新越谷駅ビル店 

埼玉県 久喜市 タワーレコード アリオ鷲宮店 

埼玉県 熊谷市 新星堂 熊谷店 

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 山野楽器ワルツ所沢店 

埼玉県 所沢市 バンダレコード 新所沢パルコ店 

埼玉県 上尾市 山野楽器イオンモール上尾店 

埼玉県 上尾市 タワーレコード アリオ上尾店 

埼玉県 深谷市 新星堂 アリオ深谷店 

埼玉県 川越市 山野楽器丸広川越店 

埼玉県 川越市 バンダレコード 本川越ペペ店 

埼玉県 入間市 山野楽器丸広入間店 

千葉県 佐倉市 ムジカ・ダ・カーポ 志津店 

千葉県 市川市 新星堂 ニッケコルトンプラザ店 

千葉県 習志野市 タワーレコード 津田沼店 

千葉県 松戸市 シブヤ楽器 

千葉県 千葉市 山野楽器そごう千葉店 

千葉県 船橋市 新星堂 船橋ヨーカドー店 

千葉県 柏市 新星堂 カルチェ５柏店 

千葉県 八千代市 ムジカ・ダ・カーポ 八千代台店 

千葉県 木更津市 ＭＥＤＩＡ 木更津店 

千葉県 野田市 佐藤商会 

千葉県 流山市 紀伊國屋書店流山おおたかの森店 

東京都 稲城市 コーチャンフォー若葉台店 



東京都 国分寺市 新星堂 国分寺駅ビル店 

東京都 渋谷区 ＳＨＩＢＵＹＡ ＴＳＵＴＡＹＡ 

東京都 渋谷区 ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＳＨＩＢＵＹＡ 

東京都 昭島市 新星堂 昭島店 

東京都 新宿区 山野楽器小田急新宿店 

東京都 中野区 中野 名曲堂 

東京都 調布市 山野楽器調布パルコ店 

東京都 東久留米市 山野楽器イオンモール東久留米店 

東京都 八王子市 山野楽器セレオ八王子店 

東京都 品川区 ペットサウンズ 

東京都 府中市 山野楽器府中フォーリス店 

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 立川市 新星堂 ルミネ立川店 

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 伊勢原市 久美堂 伊勢原店 

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 紀伊國屋書店横浜店 

神奈川県 横浜市 高橋電気商会 

神奈川県 横浜市 オデオン堂 鶴見本店 

神奈川県 横浜市 新星堂 横浜ジョイナス店 

神奈川県 横浜市 新星堂 上大岡店 

神奈川県 横浜市 新星堂 立場ヨーカドー店 

神奈川県 横浜市 新星堂 モザイクモール港北店 

神奈川県 海老名市 新星堂 海老名店 

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 山野楽器新百合ヶ丘エルミロード店 

神奈川県 川崎市 勝木書店ＫａＢｏＳ宮前平店 

神奈川県 相模原市 山野楽器相模大野ステーションスクエア店 

神奈川県 相模原市 タワーレコード アリオ橋本店 

神奈川県 大和市 新星堂 大和鶴間ヨーカドー店 

神奈川県 藤沢市 タワーレコード 藤沢オーパ店 

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 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イオン長岡店 

富山県 魚津市 トオンミュージック 魚津店 



富山県 高岡市 ＨＭＶ イオンモール高岡 

富山県 富山市 紀伊國屋書店富山店 

富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ 婦中店 

富山県 富山市 トオンミュージック ファボーレ店 

富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ 大沢野店 

富山県 富山市 ＢＯＯＫＳなかだ 北の森店 

富山県 富山市 Joshin富山本店ディスクピア 

石川県 かほく市 ＢＯＯＫＳなかだ イオンかほく店 

石川県 金沢市 北国書林Ｖサウンド アルプラザ金沢店 

石川県 金沢市 ＴＳＵＴＡＹＡ 金沢店 

石川県 白山市 新星堂 アピタ松任店 

福井県 鯖江市 平和書店 アル・プラザ鯖江店 

福井県 鯖江市 勝木書店Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳ鯖江店 

福井県 大野市 勝木書店ＫａＢｏＳ大野店 

福井県 敦賀市 平和書店アル・プラザ敦賀店 

福井県 敦賀市 勝木書店Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳ敦賀店 

福井県 福井市 紀伊國屋書店福井店 

福井県 福井市 勝木書店Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳワッセ店 

福井県 福井市 勝木書店Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳ大和田店 

福井県 福井市 勝木書店ＫａＢｏＳベル店 

福井県 福井市 勝木書店Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳ新二の宮店 

山梨県 甲斐市 新星堂 ラザウォーク甲斐双葉店 

山梨県 中巨摩郡 Ｍｕｓｉｃ Ｓｈｏｐ ＢＩＧ 甲府昭和店 

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 岡谷市 笠原書店 レイクウォーク店 

長野県 佐久市 平安堂佐久インターウェーブ店 

長野県 松本市 バンダレコード ライオン堂高宮店 

長野県 上田市 平安堂上田しおだ野店 

長野県 諏訪市 平安堂諏訪店 

長野県 千曲市 平安堂更埴店 

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 平安堂川中島店 

長野県 長野市 平安堂若槻店 

長野県 長野市 アベレコード 

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 藤枝市 ＴＳＵＴＡＹＡ 藤枝瀬戸新屋店 

静岡県 浜松市 本の王国 ザザシティ浜松店 



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 ヤマカ 

岐阜県 岐阜市 Ｍｅｄｉａ Ｓｔａｔｉｏｎ ＢＩＧ 岐阜店 

岐阜県 岐阜市 名音堂 

愛知県 安城市 本の王国安城店 

愛知県 安城市 名盤堂 

愛知県 稲沢市 新星堂 リーフウォーク稲沢店 

愛知県 岡崎市 本の王国 岡崎店 

愛知県 岡崎市 ＴＳＵＴＡＹＡ ウイングタウン岡崎店 

愛知県 刈谷市 本の王国刈谷店 

愛知県 江南市 新星堂 アピタ江南西店 

愛知県 春日井市 ＴＳＵＴＡＹＡ 春日井店 

愛知県 小牧市 イケヤイオン小牧店 

愛知県 西春日井郡 紀伊國屋書店名古屋空港店 

愛知県 長久手市 新星堂 アピタ長久手店 

愛知県 豊橋市 ＴＳＵＴＡＹＡ 三ノ輪店 

愛知県 豊橋市 新星堂 アピタ向山店 

愛知県 豊橋市 ツバメヤ楽器 

愛知県 豊田市 ミュージックショップ リバー 

愛知県 名古屋市 みどり楽器 

愛知県 名古屋市 新星堂 名古屋店 

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 濃尾商会 

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 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 HMVイオンモールナゴヤドーム前 

愛知県 名古屋市 タワーレコード大高店 

三重県 伊賀市 サワノ楽器 

三重県 伊勢市 ＴＳＵＴＡＹＡ ミタス伊勢店 

三重県 伊勢市 村林楽器店 

三重県 桑名市 サウンドイン松岡 

三重県 松阪市 本の王国 松阪川井町店 

三重県 松阪市 ディスクイン村井楽器 

三重県 津市 Ｍｕｓｉｃ Ｓｈｏｐ ＢＩＧ 津南店 

三重県 津市 TSUTAYA WAY 久居店 

三重県 津市 本の王国文化センター前店 

三重県 鈴鹿市 みどり楽器 

滋賀県 甲賀市 平和書店アル・プラザ水口店 

滋賀県 草津市 Joshin草津店ディスクピア 

滋賀県 長浜市 ハイパーブックス 長浜店 

京都府 宇治市 平和書店アル・プラザ宇治東店 



京都府 宇治市 和田電器 

京都府 久御山町 十字屋イオンモール久御山店 

京都府 京田辺市 平和書店アル・プラザ京田辺店 

京都府 京都市 Joshin京都１ばん館ディスクピア 

京都府 京都市 ディスクショップ 白鳥         

京都府 京都市 ディスクハウス オズ 

京都府 城陽市 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店 

大阪府 茨木市 平和書店 アル・プラザ茨木店 

大阪府 岸和田市 Joshin岸和田店ディスクピア 

大阪府 岸和田市 ヤングレコード本店 

大阪府 高槻市 タワーレコード高槻阪急店 

大阪府 堺市 紀伊國屋書店アリオ鳳店 

大阪府 堺市 Ｍｕｓｉｃ Ｓｈｏｐ ＢＩＧ 堺鉄砲町店 

大阪府 四條畷市 新星堂 イオンモール四條畷店 

大阪府 寝屋川市 平和書店アル・プラザ香里園店 

大阪府 泉南市 Ｍｕｓｉｃ Ｓｈｏｐ ＢＩＧ りんくう泉南店 

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 紀伊國屋書店梅田本店ＤＶＤ 

大阪府 大阪市 新星堂 京橋店 

大阪府 大阪市 Joshin日本橋店ディスクピア 

大阪府 大阪市 タワーミニもりのみやキューズモール店 

大阪府 大阪市 タワーレコード梅田 NU茶屋町店 

大阪府 大崎市 新星堂 天王寺ミオ店 

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 八尾市 タワーレコードアリオ八尾店 

大阪府 富田林市 WAY書店 TSUTAYA 富田林店 

大阪府 枚方市 平和書店アル・プラザ枚方店 

大阪府 枚方市 枚方 蔦屋書店 

兵庫県 加古川市 紀伊國屋書店加古川店 

兵庫県 三木市 ＡＬＡＮＮ新三木店 

兵庫県 宍栗市 八木時計店 

兵庫県 神戸市 平和レコード 

兵庫県 神戸市 サウンドエリアセンティ 

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 

兵庫県 西宮市 タワーミニ ららぽーと甲子園店 

兵庫県 姫路市 姫路レコード 

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 新星堂 明石ヨーカドー店 



兵庫県 明石市 タワーレコード明石店 

奈良県 橿原市 タワーレコード橿原店 

奈良県 大和郡山市 Ｍｕｓｉｃ Ｓｈｏｐ ＢＩＧ 大和郡山店 

奈良県 大和郡山市 Joshin郡山店ディスクピア 

奈良県 天理市 WAY書店 TSUTAYA天理店 

奈良県 奈良市 Joshin奈良店ディスクピア 

和歌山県 海南市 TSUTAYA WAY 海南店 

和歌山県 岩出市 TSUTAYA WAY 岩出店 

和歌山県 橋本市 TSUTAYA WAY 橋本店 

和歌山県 新宮市 スーパーセンターWAY 南紀店 

和歌山県 新宮市 福田時計店 

和歌山県 田辺市 WAY書店 TSUTAYA田辺東山店 

和歌山県 日高郡 WAY書店 TSUTAYA美浜店 

和歌山県 和歌山市 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店 

和歌山県 和歌山市 HITSイシイ 小松原本店 

鳥取県 鳥取市 ブックセンターコスモ吉方店 

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 出雲市 ブックセンターコスモ出雲店 

島根県 松江市 今井書店グループセンター店 STUDIO WONDER 

島根県 松江市 エコー本店 

岡山県 倉敷市 タワーレコードイオンモール倉敷店 

広島県 安芸郡 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＥＲＡ広島府中店 

広島県 広島市 ステップ 

広島県 広島市 大澤レコード 

広島県 広島市 広島楽器センター 

広島県 三原市 福原レコード 

広島県 廿日市市 紀伊國屋書店ゆめタウン廿日市店 

広島県 福山市 久松商会 

山口県 下松市 紀伊國屋書店ゆめタウン下松店 

山口県 山口市 ヴィレッジヴォイス 

徳島県 徳島市 紀伊國屋書店徳島店 

徳島県 板野郡 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店 

香川県 丸亀市 紀伊國屋書店丸亀店 

愛媛県 松山市 ＴＳＵＴＡＹＡ ＷＩＬＬ 三津店 

愛媛県 松山市 デュークショップ松山店 

高知県 高知市 サークルミュージック 

福岡県 久留米市 ＢＯＯＫＳあんとく三潴店            

福岡県 糸島市 ラインレコードブラス店 

福岡県 糟屋郡 フタバ図書 ＴＳＵＴＡＹＡ ＴＥＲＡイオンモール福岡店 

福岡県 大川市 福岡金文堂大川店 

福岡県 筑紫野市 積文館 筑紫野店 



福岡県 飯塚市 Ａ’ＢＯＯＫイオン穂波店 

福岡県 福岡市 紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店 

福岡県 福岡市 黒木書店/フィルモアレコード 七隈店 

福岡県 福岡市 黒木書店/フィルモアレコード 長住店 

福岡県 福岡市 ヨシダ楽器イオン福岡伊都店 

福岡県 北九州市 クエスト小倉本店 

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 

佐賀県 佐賀市 紀伊國屋書店 佐賀店 

佐賀県 佐賀市 久米楽器店 

佐賀県 鳥栖市 さとう 

長崎県 雲仙市 ＴＳＵＴＡＹＡココアドバンス愛野店 

長崎県 佐世保市 カワシモレコード 

長崎県 大村市 ＴＳＵＴＡＹＡココアドバンス大村店 

長崎県 長崎市 紀伊國屋書店長崎店 

長崎県 長崎市 TSUTAYA 遊ＩＮＧ浜町店 

長崎県 南島原市 ＴＳＵＴＡＹＡココアドバンス有家店 

大分県 杵築市 吉松楽器店 

大分県 日田市 コトブキレコード 

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 紀伊國屋書店熊本はません店 

熊本県 熊本市 蔦屋書店 熊本三年坂 

熊本県 熊本市 ムラヤマレコード水前寺本店 

熊本県 荒尾市 ＢＯＯＫＳあんとく荒尾店 

熊本県 山鹿市 ＢＯＯＫＳあんとく山鹿店 

熊本県 人吉市 ブックスミスミ 人吉店 

宮崎県 宮崎市 新星堂 イオンモール宮崎店 

宮崎県 都城市 ＴＳＵＴＡＹＡ 都城店 

宮崎県 日向市 ブックスミスミ  日向店 

鹿児島県 鹿屋市 ブックスミスミ 鹿屋店 

鹿児島県 鹿児島市 紀伊國屋書店 鹿児島店 

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 ブックスミスミ 七ツ島店 

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 ONLINE SHOPPING 

EC EC 山野楽器オンラインショップ 

 


