「Strawberry Prince」全国応援店決定のお知らせ

以下の CD SHOP もしくは WEB SHOP で「Strawberry Prince」をご購⼊（ご予約）頂き
ますと、先着で応援店特典
歌ってみた CD ジェル Ver!! 楽曲︓シャルル
を、ご購⼊分（ご予約枚数分）
、CD ご購⼊時にお渡しいたします。
ぜひお近くの応援店にお問い合わせください。
※先着特典となり、無くなり次第終了となります。
※全店提供チェーンでも、⼀部お取り扱いのない店舗もございます。
※特典の有無は、必ず各 SHOP へお問い合わせください。
【全店提供チェーン】

ヴィレッジヴァンガード（記載店舗）
HMV 全店および HMV&BOOKS online (record shop は除く)
⽟光堂全店
バンダレコード全店
ゲーマーズ全店
新星堂全店
WonderGOO 全店
【北海道】

ＣＤ ＰＬＡＺＡ ＷＡＶＥ ＭＥＧＡ ＭＡＣ店
ＣＤ ＰＬＡＺＡ ＷＡＶＥ ＷＯＷ店
We's イオンモール旭川⻄店
We's 室蘭店
We's ⽯狩緑苑台店
ヴィレッジヴァンガード札幌エスタ
コーチャンフォーミュンヘン⼤橋店
コーチャンフォー旭川店
コーチャンフォー釧路店
コーチャンフォー新川通り店
コーチャンフォー美しが丘店
コーチャンフォー北⾒店
リラィアブルブックス根室店

北留萌ブックセンター
札幌ルーシー店
中尾書店
⽂教堂 湯ノ川店
吉崎レコード店
【東北】

⻘森県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール下⽥
⻘森県 未来屋書店 ⼋⼾店
岩⼿県 Ｍʼｓ ＥＸＰＯ 盛岡店
岩⼿県 ORIORI produced by さわや書店
岩⼿県 アメリカンウェーブ 北上店
岩⼿県 リコルズ
岩⼿県 さわや書店イオンタウン釜⽯店
岩⼿県 宮脇書店 久慈店
岩⼿県 ⼭⼗ 伊東⽂具店
⼭形県 丸井⼋⽂字屋
⼭形県 ⼋⽂字屋⻑井店
⼭形県 ⼋⽂字屋北店
⼭形県 未来屋書店 ⼭形南店
⼭形県 未来屋書店 天童店
秋⽥県 スーパーブックス ⼋橋店
秋⽥県 スクラム ⼤館店
秋⽥県 宮脇書店 イオン秋⽥中央店
宮城県 ヴィレッジヴァンガードイオンタウン仙台泉⼤沢
宮城県 スクラム古川店
宮城県 スクラム⼤河原店
宮城県 ブックセンター湘南栗原店
宮城県 ミュージックショップ スマイル ⼤河原フォルテ店
宮城県 銀座⼭野楽器仙台店
福島県 We's 会津若松店

福島県 ヴィレッジヴァンガードブーフ郡⼭
福島県 スーパーブックス 新⽩河店
福島県 スクラム 鏡⽯店
福島県 岩瀬書店 富久⼭店プラスゲオ
【甲信越】

⼭梨県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 甲府店
⼭梨県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール甲府昭和
⼭梨県 メディアランドカトー本店
⻑野県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA

飯⼭店

⻑野県 ライオン堂
⻑野県 笠原書店 レイクウォーク店
⻑野県 平安堂あづみ野店
⻑野県 平安堂伊那店
⻑野県 平安堂塩尻店
⻑野県 平安堂更埴店
⻑野県 平安堂佐久インターウェーブ店
⻑野県 平安堂座光寺店
⻑野県 平安堂若槻店
⻑野県 平安堂上⽥しおだ野店
⻑野県 平安堂諏訪店
⻑野県 平安堂川中島店
⻑野県 平安堂東和⽥店
⻑野県 平安堂飯⽥店
新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA

横越店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA

吉⽥店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA

⾒附国道店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA

五泉店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA

⾼⽥⻄店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA

三条四⽇町店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA

三条⼤崎店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA

⽷⿂川店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA

⼩千⾕インター店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA

上越ウィング店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA

新発⽥豊町店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA

柏崎柳⽥店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA

豊栄インター店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ 遊 TSUTAYA 巻店
新潟県 We's イオン⻑岡店
新潟県 ヴィレッジヴァンガードリバーサイド千秋
新潟県 サウンドエース
新潟県 紀伊國屋書店新潟店
新潟県 新潟⻄店
新潟県 宮脇書店 ⾒附店
【北陸】

富⼭県 ＢＯＯＫＳなかだ ⿂津店
富⼭県 トオンミュージック ファボーレ店
富⼭県 未来屋書店 となみ店
⽯川県 ＢＯＯＫＳなかだ イオンかほく店
⽯川県 きくざわ書店アルプラザ⿅島店
⽯川県 北国書林Ｖサウンド アルプラザ⾦沢店
福井県 勝⽊書店ＫａＢｏＳベル店
福井県 勝⽊書店Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳ鯖江店
福井県 勝⽊書店Ｓｕｐｅｒ ＫａＢｏＳ敦賀店
福井県 平和書店 アル・プラザ鯖江店
【東海】

愛知県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 常滑店
愛知県 We's 緑店
愛知県 あおい書店 半⽥店
愛知県 くまざわ書店 岩倉店
愛知県 イケヤイオン⼩牧店
愛知県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール⼤⾼
愛知県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール東浦
愛知県 ヴィレッジヴァンガードウェブド
愛知県 ヴィレッジヴァンガードヴェルサウォーク⻄尾
愛知県 ⾳楽堂サカエチカ店

愛知県 紀伊國屋書店 プライムツリー⾚池店
愛知県 紀伊國屋書店名古屋空港店
愛知県 本の王国刈⾕店
岐⾩県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 岐⾩店
岐⾩県 ヴィレッジヴァンガードモレラ岐⾩
岐⾩県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡノースウエスト店
三重県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 津南店
三重県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 東員店
三重県 ＭＥＤＩＡ 松阪店
三重県 TSUTAYA WAY 久居店
三重県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール津南
三重県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール鈴⿅
三重県 ハーミットクラブ イオン津店
三重県 宮脇書店四⽇市本店
静岡県 イケヤ MARK IS 静岡店
静岡県 イケヤイオンモール浜松志都呂店
静岡県 イケヤプレ葉ウォーク浜北店
静岡県 イケヤ⽂楽館 湖⻄店
静岡県 イケヤ⽂楽館 ⾼丘店
静岡県 イケヤ⽂楽館 磐⽥東店
静岡県 ヴィレッジヴァンガード静岡パルコ
静岡県 ⼤垣書店 イオンモール富⼠宮店
静岡県 ⽂教堂 伊東店

【関東】
東京都 ヴィレッジヴァンガードオンザコーナー
東京都 ヴィレッジヴァンガードルミネエスト新宿
東京都 ヴィレッジヴァンガード渋⾕本店
東京都 ヴィレッジヴァンガード池袋サンシャインアルタ
東京都 ヴィレッジヴァンガード町⽥ルミネ
東京都 くまざわ書店 ＩＹ⼤森店
東京都 くまざわ書店 ＩＹ⼋王⼦店

東京都 コーチャンフォー若葉台店
東京都 スーパーブックス ⽵ノ塚駅前店
東京都 スーパーブックス芳進堂ラムラ店
東京都 ブックスオオトリ四つ⽊メディア店
東京都 紀伊国屋書店ＩＹ⽊場店
東京都 銀座⼭野楽器調布パルコ店
東京都 芳林堂書店 ⾼⽥⾺場店
東京都 未来屋書店 南砂店
東京都 未来屋書店⽇の出店
神奈川県 ヴィレッジヴァンガードマルイファミリー海⽼名店
神奈川県 ヴィレッジヴァンガード横浜ビブレ
神奈川県 くまざわ書店 横須賀店
神奈川県 くまざわ書店 久⾥浜店
神奈川県 川上書店ラスカ店
神奈川県 銀座⼭野楽器ミウィ橋本店
神奈川県 銀座⼭野楽器新百合ｹ丘エルミロード店
神奈川県 ⽂教堂 R412 店
神奈川県 ⽂教堂 横須賀モアーズ店
神奈川県 ⽂教堂 溝ノ⼝駅前店
神奈川県 ⽂教堂 中央林間店
神奈川県 未来屋書店 ⼤和店
千葉県 ＭＥＤＩＡ ⽊更津店
千葉県 ヴィレッジヴァンガード津⽥沼パルコ
千葉県 ヴィレッジヴァンガード柏マルイ
千葉県 オークスブックセンター南柏店プラスゲオ
千葉県 ブックマルシェ 我孫⼦店
千葉県 紀伊國屋書店流⼭おおたかの森店
千葉県 ⽂教堂 浦安⻄友店
千葉県 ⽂教堂 ⾏徳店
千葉県 未来屋書店 銚⼦店
埼⽟県 ＭＵＳＩＣ ＭＥＤＩＡ 菖蒲店
埼⽟県 ＳＢｙｃｖｏｘワカバウォーク店
埼⽟県 ヴィレッジヴァンガードＰＬＵＳ

埼⽟県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール与野
埼⽟県 ヴィレッジヴァンガードイオンレイクタウン
埼⽟県 ヴィレッジヴァンガード川越ルミネ
埼⽟県 くまざわ書店 川⼝ララガーデン店
埼⽟県 紀伊國屋書店さいたま新都⼼店
埼⽟県 銀座⼭野楽器イオンモール北⼾⽥店
埼⽟県 ⽂真堂書店 幸⼿店
埼⽟県 ⽂真堂書店 北越⾕店
群⾺県 TIME CLIP 渋川中央店
群⾺県 紀伊國屋書店前橋店
群⾺県 ⽂真堂書店 原町店
群⾺県 ⽂真堂書店 上原店
群⾺県 ⽂真堂書店 新井店
群⾺県 ⽂真堂書店 倉賀野店
群⾺県 ⽂真堂書店 相⽣店
群⾺県 ⽂真堂書店 ⼤間々店
茨城県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ イーアスつくば店
茨城県 ヴィレッジヴァンガードイオンモールつくば
茨城県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール⼟浦
栃⽊県 ヴィレッジヴァンガードＳＳ（宇都宮）
栃⽊県 ヴィレッジヴァンガードインターパーク
栃⽊県 スーパーブックス 今市店
栃⽊県 くまざわ書店 宇都宮インターパーク店
栃⽊県 くまざわ書店宇都宮店ＣＤショップ
栃⽊県 ⽂真堂書店 ⾜利助⼾店
栃⽊県 宮脇書店イオンタウン佐野店
【近畿】
京都府 ⼗字屋 三条本店
京都府 ⼗字屋 イオンモール久御⼭店
京都府 ヴィレッジヴァンガードアルプラザ城陽
京都府 ヴィレッジヴァンガードイオンモールＫＹＯＴＯ
京都府 ディスクショップ ⽩⿃
京都府 くまざわ書店 桃⼭店

京都府 ⼤垣書店 イオンモール京都桂川店
京都府 ⼤垣書店 イオンモール京都店
京都府 ⼤垣書店 ⻲岡店
京都府 ⼤垣書店 京都ファミリー店
京都府 ⼤垣書店 ⼆条駅店
京都府 ⼤垣書店ビブレ店
京都府 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店
京都府 平和書店アル・プラザ宇治東店
京都府 平和書店アル・プラザ京⽥辺店
⼤阪府 ⼗字屋イオンモール茨⽊店
⼤阪府 ⼗字屋 上本町近鉄店
⼤阪府 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ りんくう泉南店
⼤阪府 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 堺鉄砲町店
⼤阪府 WAY 書店 TSUTAYA 富⽥林店
⼤阪府 ヴィレッジヴァンガードあべのキューズモール
⼤阪府 ヴィレッジヴァンガードイオンモール⼤⽇
⼤阪府 ヴィレッジヴァンガード京阪くずはモール
⼤阪府 ヴィレッジヴァンガード梅⽥ロフト
⼤阪府 ⼤垣書店 豊中緑丘店
⼤阪府 喜久屋書店漫画館阿倍野店
⼤阪府 紀伊國屋書店 泉北店
⼤阪府 紀伊國屋書店 本町店
⼤阪府 紀伊國屋書店アリオ鳳店
⼤阪府 紀伊國屋書店梅⽥本店ＤＶＤ
⼤阪府 銀座⼭野楽器イオンモール鶴⾒緑地店
⼤阪府 平和書店 アル・プラザ茨⽊店
⼤阪府 宮脇書店 泉佐野店
⼤阪府 未来屋書店 喜連⽠破店
⼤阪府 未来屋書店 新茨⽊店
⼤阪府 未来屋書店 ⼤阪ドームシティ店
⼤阪府 未来屋書店 ⽇根野店
滋賀県 ⼗字屋 草津 A・SQUARE 店
滋賀県 サンミュージック ⻑浜店
滋賀県 ハイパーブックス かがやき通り店

滋賀県 ハイパーブックス 駒井沢店
滋賀県 ハイパーブックス ⻑浜店
滋賀県 ハイパーブックス ⼋⽇市店
滋賀県 ハイパーブックス 彦根店
滋賀県 ⼤垣書店 ⼀⾥⼭店
滋賀県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ 堅⽥店
滋賀県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡあどがわ店
滋賀県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ能登川店
滋賀県 平和書店アル・プラザ⽔⼝店
滋賀県 未来屋書店⼤津京店
兵庫県 TSUTAYA WAY 福崎店
兵庫県 WAY 書店 TSUTAYA ⻄明⽯店
兵庫県 サウンドエリア センティ
兵庫県 ミヤコイオンモール伊丹昆陽店
兵庫県 ⼤垣書店 神⼾ハーバーランドｕｍｉｅ店
兵庫県 紀伊國屋書店 川⻄店
兵庫県 ⽂教堂 逆瀬川店
兵庫県 宮脇書店 イオン洲本店
兵庫県 未来屋書店 明⽯店
奈良県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ ⼤和郡⼭店
奈良県 TSUTAYA WAY 御所店
奈良県 WAY 書店 TSUTAYA 天理店
奈良県 WAY 書店 TSUTAYA 奈良押熊店
奈良県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール橿原
和歌⼭県 TSUTAYA WAY オーシティ前 ⽥辺店
和歌⼭県 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌⼭店
和歌⼭県 TSUTAYA WAY 海南店
和歌⼭県 TSUTAYA WAY 岩出店
和歌⼭県 TSUTAYA WAY 橋本店
和歌⼭県 TSUTAYA WAY 有⽥川店
和歌⼭県 WAY 書店 TSUTAYA オークワ本社店
和歌⼭県 WAY 書店 TSUTAYA 美浜店
和歌⼭県 WAY 書店 パビリオンシティ⽥辺店

和歌⼭県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール和歌⼭
和歌⼭県 スーパーセンターWAY 南紀店
和歌⼭県 くまざわ書店 和歌⼭ＭＩＯ店
和歌⼭県 未来屋書店 和歌⼭店
【中国・四国】

岡⼭県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール岡⼭
岡⼭県 宮脇書店 岡⼭本店
岡⼭県 宮脇書店 連島店
広島県 ヴィレッジヴァンガード広島サンモール
広島県 フタバ図書ＧＩＧＡ呉駅レクレ店
広島県 フタバ図書ＧＩＧＡ広島駅前店
広島県 フタバ図書ＭＥＧＡ祇園中筋店
広島県 フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店
広島県 フタバ図書 Λｌｔｉアルパーク店
広島県 フタバ図書 Λｌｔｉ福⼭本店
広島県 フタバ図書広店
広島県 フタバ図書三次店
広島県 紀伊國屋書店 ゆめタウン廿⽇市店
広島県 宮脇書店 神辺店
⿃取県 ブックセンターコスモ吉⽅店
⿃取県 今井書店 吉成店サウンドスタジアム
⿃取県 宮脇書店 ⿃取北店
島根県 ブックセンターコスモ出雲店
島根県 ブックセンタージャスト ⾼津店
島根県 ブックセンタージャスト ⼤⽥店
島根県 ブックセンタージャスト 浜⽥店
島根県 今井書店 ゆめタウン出雲店
島根県 今井書店グループセンター店 STUDIO WONDER
⼭⼝県 ヴィレッジヴァンガード⼭⼝
⼭⼝県 フタバ図書ＧＩＧＡフレスタモール岩国店
⼭⼝県 ⽂榮堂 ヴィレッジヴォイス

⼭⼝県 宮脇書店 ゆめシティ店
⼭⼝県 明屋書店ＭＥＧＡ新下関店
⼭⼝県 明屋書店ＭＥＧＡ⼤内店
⼭⼝県 明屋書店下松店
⼭⼝県 明屋書店光店
⼭⼝県 明屋書店厚狭店
⼭⼝県 明屋書店⼩郡店
⼭⼝県 明屋書店⻑⾨店
⼭⼝県 明屋書店東岐波店
⼭⼝県 明屋書店萩店
⼭⼝県 明屋書店柳井店
⾹川県 ヴィレッジヴァンガードゆめタウン⾼松
⾹川県 宮脇書店 三豊店
徳島県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 徳島店
徳島県 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店
徳島県 宮脇書店 北島店
愛媛県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ 新居浜店
愛媛県 デュークショップ松⼭店
愛媛県 明屋書店ＭＥＧＡ⻄の⼟居店
愛媛県 明屋書店ＭＥＧＡ平⽥店
愛媛県 明屋書店宇和島明倫店
愛媛県 明屋書店喜⽥村店
愛媛県 明屋書店空港通り店
愛媛県 明屋書店⻄条本店
愛媛県 明屋書店⽯井店
愛媛県 明屋書店川之江店
愛媛県 明屋書店⼤洲店
愛媛県 明屋書店南宇和店
【九州・沖縄】

福岡県 ＡʼＢＯＯＫイオン穂波店
福岡県 ヴィレッジヴァンガードイオン⼾畑
福岡県 ヴィレッジヴァンガード福岡パルコ

福岡県 フタバ図書ＧＩＧＡ福岡春⽇店
福岡県 フタバ図書ＴＥＲＡイオンモール福岡店
福岡県 ブックセンタークエスト⼩倉本店
福岡県 ミュージックプラザ インドウ
福岡県 ヨシダ楽器イオン福岡伊都店
福岡県 紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店
福岡県 積⽂館書店 筑紫野店
福岡県 福岡⾦⽂堂⾏橋店
福岡県 福岡⾦⽂堂⼤川店
福岡県 未来屋書店 ⼤牟⽥店
福岡県 明屋書店伊加利店
福岡県 明屋書店⾏橋⾏事店
福岡県 明屋書店宗像店
福岡県 明屋書店⼩倉沼新町店
佐賀県 ＴＳＵＴＡＹＡ武雄店
佐賀県 ヴィレッジヴァンガードＬＤゆめタウン佐賀
佐賀県 紀伊國屋書店 佐賀店
⻑崎県 ヴィレッジヴァンガードさせぼ五番街
⻑崎県 ヴィレッジヴァンガードみらい⻑崎ココウォーク
⻑崎県 メトロ書店本店
⼤分県 くまざわ書店 ⼤分明野店
⼤分県 紀伊國屋書店 アミュプラザおおいた店
⼤分県 明屋書店コスモタウン佐伯店
⼤分県 明屋書店宇佐店
⼤分県 明屋書店⾅杵野⽥店
⼤分県 明屋書店中津本店
宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ 都城店
宮崎県 We's 延岡店
宮崎県 We's 都城店
宮崎県 ⽥中書店イオンモールミエル都城駅前店
熊本県 ＢＯＯＫＳあんとく荒尾店

熊本県 ヴィレッジヴァンガードゆめタウンはません
熊本県 紀伊國屋書店熊本はません店
⿅児島県

We's ⿅児島店

⿅児島県 ヴィレッジヴァンガードイオンモール⿅児島
⿅児島県 ブックスミスミ 加治⽊バイパス店
⿅児島県 ブックスミスミ オプシア
⿅児島県 ブックスミスミ ⿅屋店
⿅児島県 ブックスミスミ 七ツ島店
⿅児島県 ブックセンターリリーズ姶良店
⿅児島県 明屋書店川内店
沖縄県 サウンドボックス ミツトモ
沖縄県 未来屋書店 沖縄ライカム店
【WEB SHOP】
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