
　　　　　　　　1/27発売　ころん『アスター』（STPR9017/1010）　応援店決定のお知らせ

                           以下のCD SHOPもしくはWEB　SHOPで、ころん『アスター』をご購入（ご予約）頂きますと、

                          先着で応援店特典<ステッカー>をご購入（ご予約）枚数分差し上げます。

                               ※先着特典となり、無くなり次第終了です。

                               ※全国チェーンでも一部取り扱いのない店もございますので、お店にお問い合わせください。

【全国チェーン】

HMV全店、HMV&BOOKS online(レコードショップ除く）

ヴィレッジヴァンガード全店　※ただし一部店舗ではお取り扱いがございません。

ゲーマーズ全店

新星堂全店

WonderGOO全店

玉光堂全店

バンダレコード全店

【北海道】

ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＭＥＧＡ ＭＡＣ店

ＣＤ　ＰＬＡＺＡ　ＷＡＶＥ　ＷＯＷ店

We'sイオンモール旭川西店　

We's室蘭店　

We's石狩緑苑台店　

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

吉崎レコード楽器店

中尾書店

【東北】

岩手県 Ｍ’ｓ　ＥＸＰＯ　盛岡店

岩手県 アメリカンウェーブ　北上店

岩手県 宮脇書店　久慈店

宮城県 スクラム大河原店

宮城県 スクラム古川店

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

山形県 ミュージック昭和

山形県 八文字屋長井店

山形県 ＴＥＮＤＯ八文字屋

山形県 丸井八文字屋

山形県 未来屋書店　天童店

福島県 We's会津若松店

【北陸】

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サウンド辰口店

石川県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ津幡店

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 Joshin富山本店

福井県 平和書店アル・プラザ敦賀店

福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ敦賀店

福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳワッセ店

福井県 勝木書店Ｓｕｐｅｒ　ＫａＢｏＳ大和田店

福井県 勝木書店ＫａＢｏＳベル店



【東海・甲信越】

愛知県 イケヤイオン小牧店

愛知県 We's緑店

愛知県 紀伊國屋書店名古屋空港店

愛知県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　常滑店

愛知県 本の王国刈谷店

愛知県 本の王国安城店

静岡県 イケヤMARK IS 静岡店

静岡県 イケヤプレ葉ウォーク浜北店

静岡県 イケヤイオンモール浜松志都呂店

静岡県 大垣書店　イオンモール富士宮店

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 イケヤ文楽館　湖西店

岐阜県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡノースウエスト店

岐阜県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　岐阜店

三重県 ハーミットクラブ　イオン津店

三重県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　東員店

三重県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ  津南店

三重県 TSUTAYA WAY 久居店

三重県 ＭＥＤＩＡ　松阪店

三重県 コメリ書房　松阪店

山梨県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　甲府店

山梨県 メディアランドカトー本店

長野県 ライオン堂

長野県 平安堂東和田店

長野県 平安堂川中島店

長野県 平安堂更埴店

長野県 平安堂諏訪店

長野県 平安堂座光寺店

長野県 平安堂飯田店

長野県 平安堂上田しおだ野店

長野県 平安堂佐久インターウェーブ店

長野県 平安堂あづみ野店

長野県 平安堂伊那店

長野県 笠原書店　レイクウォーク店

新潟県 We's新潟西店

新潟県 We'sイオン長岡店

新潟県 紀伊國屋書店新潟店

新潟県 ＨＩＲＡＳＥＩ　遊　TSUTAYA 　三条四日町店

新潟県 サウンドエース

【関東】

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　たまプラーザテラス店

神奈川県 銀座山野楽器　新百合ヶ丘エルミロード店

神奈川県 くまざわ書店　久里浜店

神奈川県 くまざわ書店　横須賀店

神奈川県 くまざわ書店　湘南台店

埼玉県 銀座山野楽器　イオンモール北戸田店

埼玉県 紀伊國屋書店さいたま新都心店

埼玉県 ＭＵＳＩＣ　ＭＥＤＩＡ　菖蒲店

埼玉県 文真堂書店　幸手店

茨城県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ　イーアスつくば店

群馬県 紀伊國屋書店前橋店

群馬県 文真堂書店　上原店

千葉県 紀伊國屋書店流山おおたかの森店

千葉県 ブックマルシェ　我孫子店

千葉県 ＭＥＤＩＡ　木更津店

東京都 銀座山野楽器　調布パルコ店

東京都 コーチャンフォー若葉台店

東京都 ラムタラエピカリアキバ



東京都 くまざわ書店　ＩＹ大森店

東京都 スーパーブックス　竹ノ塚駅前店

東京都 ブックスオオトリ四つ木メディア店

栃木県 宮脇書店イオンタウン佐野店

栃木県 くまざわ書店宇都宮店ＣＤショップ

栃木県 くまざわ書店　宇都宮インターパーク店

【近畿】

大阪府 十字屋 上本町近鉄店

大阪府 十字屋 イオンモール茨木店

大阪府 銀座山野楽器　イオンモール鶴見緑地店

大阪府 紀伊國屋書店アリオ鳳店

大阪府 平和書店　アル・プラザ茨木店

大阪府 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　りんくう泉南店

大阪府 Joshin岸和田店

大阪府 WAY書店 TSUTAYA 富田林店

京都府 十字屋 三条本店

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

京都府 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡアル・プラザ城陽店

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

滋賀県 十字屋 草津A・SQUARE店

滋賀県 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡ　堅田店

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 平和書店ＴＳＵＴＡＹＡあどがわ店

奈良県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　大和郡山店

奈良県 WAY書店 TSUTAYA天理店

兵庫県 ミヤコイオンモール伊丹昆陽店

兵庫県 ＡＬＡＮＮ新三木店

兵庫県 宮脇書店　イオン洲本店

和歌山県 WAY書店 TSUTAYA美浜店

和歌山県 WAY書店　TSUTAYA田辺東山店

和歌山県 TSUTAYA WAY ガーデンパーク和歌山店

和歌山県 TSUTAYA WAY 岩出店

和歌山県 WAY書店 パビリオンシティ田辺店

和歌山県 TSUTAYA WAY 橋本店

【中国・四国】

広島県 紀伊國屋書店　ゆめタウン廿日市店

広島県 フタバ図書ＭＥＧＡ祇園中筋店

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 フタバ図書三次店

広島県 フタバ図書ＴＥＲＡ広島府中店

広島県 フタバ図書Λｌｔｉ福山本店

広島県 フタバ図書Λｌｔｉアルパーク店

山口県 文榮堂　ヴィレッジヴォイス

山口県 明屋書店光店

山口県 明屋書店ＭＥＧＡ大内店

山口県 明屋書店萩店

山口県 明屋書店ＭＥＧＡ新下関店

山口県 明林堂書店　ゆめタウン下松店

山口県 明林堂書店フジ西宇部店

山口県 明林堂書店フジ宇部店

鳥取県 今井書店　吉成店サウンドスタジアム

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　浜田店

島根県 ブックセンタージャスト　高津店

島根県 今井書店グループセンター店STUDIO WONDER

徳島県 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店

徳島県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　徳島店



愛媛県 Ｍ.Ｓ.ＢＩＧ　新居浜店

愛媛県 明屋書店川之江店

愛媛県 明屋書店今治本店

愛媛県 明屋書店大洲店

愛媛県 明屋書店宇和島明倫店

【九州】

福岡県 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店

福岡県 フタバ図書ＴＥＲＡイオンモール福岡店

福岡県 Ａ’ＢＯＯＫイオン穂波店

福岡県 明林堂書店　ゆめタウン八女店

福岡県 福岡金文堂大川店

福岡県 福岡金文堂行橋店

福岡県 ヨシダ楽器イオン伊都店

長崎県 明林堂書店　イオン大村店

大分県 明屋書店日田店

大分県 明屋書店宇佐店

大分県 明林堂書店　日出店

大分県 明林堂書店　トキハ佐伯店

大分県 明林堂書店　ゆめタウン中津店

大分県 明林堂書店　大分本店

大分県 明林堂書店　ゆめタウン別府店

佐賀県 紀伊國屋書店　佐賀店

佐賀県 赤い熊さん

佐賀県 明林堂書店　ゆめタウン武雄店

熊本県 紀伊國屋書店熊本はません店

熊本県 ブックスミスミ　人吉店

熊本県 明林堂書店　長嶺店

熊本県 明林堂書店　サンピアン店

熊本県 明林堂書店　ゆめタウン八代店

熊本県 ＢＯＯＫＳあんとく荒尾店

宮崎県 We's都城店

宮崎県 We's延岡店

宮崎県 ブックセンター湘南栗原店

宮崎県 ＴＳＵＴＡＹＡ　都城店

宮崎県 明林堂書店　イオンタウン日向店

宮崎県 明林堂書店　小林店

宮崎県 田中書店イオンモールミエル都城駅前店

鹿児島県 We's鹿児島店

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　七ツ島店

鹿児島県 ブックスミスミ　鹿屋店

鹿児島県 明屋書店川内店

沖縄県 未来屋書店　沖縄ライカム店

沖縄県 サウンドボックス ミツトモ

沖縄県 TSUTAYA 宜野湾上原店

沖縄県 TSUTAYA 山内店

沖縄県 TSUTAYA 具志川店

沖縄県 TSUTAYA 読谷店

沖縄県 TSUTAYA 沖縄宮古島店

【WEB SHOP】

アットマークジュエリーmusic

ぐるぐる王国

セブンネットショッピング

Neowing

楽天ブックス

UNIVERSAL MUSIC STORE


