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〒106-0031 東京都港区西麻布4-16-7-201  NPO 法人ミュージックソムリエ協会

03-3499-5635TELcdshop-taisho@cdshop-kumiai.jpE-mail
その他お問い合わせ
全日本ＣＤショップ店員組合 ＣＤショップ大賞事務局

投票方法 以下の方法で投票期間に投票が行えます

携 帯
またはhttp://m.cdshop-kumiai.jp/へ
アクセスしてください

WEBまたは投票用紙掲載のＱＲコードWEB
http://www.cdshop-kumiai.jp
［ＣＤショップ大賞］で検索！ FAX 全日本ＣＤショップ店員組合のホームページ

より投票用紙をダウンロードしてお使いください。

２０１８年１２月３日（月）～１２月２３日（日）
二次ノミネート作品投票スタート

投票期間
とにもかくにもまずは投票しなきゃ始まらないっ！！ アナタの1票でＣＤショップの未来が変わる！

第１１回CDショップ大賞２０１９実施内容
メジャー、インディーズを問わず、CDショップの現場で培われた目利き耳利きを自負し、選考に際して個人的な嗜好に偏る事なく、店頭から全国に向けて発信出来
るような “本当にお客様にお勧めしたい”作品を“大賞”として選出していきます。
CDショップ大賞をはじめ様々な賞を通して、新しい才能、素晴らしい作品、そして誰かの人生を変えてしまうかもしれない作品を、伝え届けることを目指します。

大賞発表&授賞式
２０１９年 ＜春＞

投票資格者
（アルバイト、パートも含む）新譜を扱うＣＤショップの店員

ＣＤショップ大賞選考基準
＊ＣＤショップの現場で培われた目利き、耳利きによる選出
＊メジャー、インディーズは問いません
＊受賞をきっかけに沢山のお客様にご来店いただける作品
＊受賞によって更にブレイクに繋がる作品

ＣＤショップ大賞概要
ＣＤショップ大賞は、全国のＣＤショップ店員の投票だけで選ばれる年に一度の賞です。
メジャー、インディーズを問わず、ＣＤショップの現場で培われた目利き耳利きを自負し、選
考に際して個人的な嗜好に偏る事なく、賞をきっかけに店頭から全国に向けて発信出来るよ
うな本当にお客様にお勧めしたい”作品を“大賞”として選出していきます。ＣＤショップ大賞を
はじめ様々な賞を通して、新しい才能、素晴らしい作品、そして誰かの人生を変えてしまうかも
しれない作品を、伝え届けることを目指します。
ＣＤショップ店員が「行かなきゃ 会えない 音がある。」というスローガンのもと、一般の音楽
ファンの方々に素晴らしい作品やアーティストとの出逢いをもたらすようなきっかけである賞
でありたいと考えています。

② 新人の中で素晴らしいアルバム。 店頭から全国に向けて発信出来るような賞をきっか
けにブレイクが期待される“本当にお客様にお勧めしたい”作品＜青＞

① 何回でも聴きたい素晴らしい作品 ＝ ♯神アルバム（と呼べるような作品）＜赤＞

・投票方法の変更はありません。
・対象期間に発売されたオリジナル邦楽作品から1人3作品まで投票していただきます。
・コメントは今回から必須とします。（コメントの表彰もあります）
・年間２回に分けてノミネート作品を投票・発表し、全ノミネート作品から最終投票によっ
て大賞作品を選出します。

・その他、部門賞、地方賞はそれぞれ別途選考を行います。

実施内容

［3］ POP大賞
年間で優秀なPOP 作品にはPOP 大賞として賞を授与します！
（ＣＤショップ大賞店頭展開写真も含みます）

［2］ コメント大賞
第11回より、再び投票時にコメントを必須とします。
素晴らしいコメントは賞のいかんに関わらず表彰します（授賞式で発表予定）

［1］ ＣＤショップ大賞は2つの賞を大賞として選びます。

部門賞

投票期間 ２０１８年１２月３日（日）～最終投票日（２０１９年１月）
選考対象 ２０１８年１月１日～２０１８年１２月３１日に発売された作品

それぞれの各部門でＣＤショップ大賞スローガンに基づき、本当にお客様にお勧めしたい
作品を選出します。（二次ノミネート作品投票期間から任意投票）※部門賞のみの投票も可能です

● リビジテッド賞
● 演歌賞
● ジャズ賞
● クラシック賞

● ライヴ作品賞

● マエストロ賞
● 洋楽賞 オリジナル楽曲で構成された洋楽アルバム。（国内盤、輸入盤問わず。ただし再発、 ベスト盤を除く）

永年にわたり音楽シーンを牽引し、目覚ましい功績を残しながら、今なお第一線で活躍を続けている
アーティストの作品を選出します。（邦楽オリジナルアルバム。ベスト盤を除く）
素晴らしいライヴＣＤ又はライヴ映像作品から選出します。（ライヴ映像作品はミュージックビデオ
やプロモーションビデオではないDVD等の作品）
邦洋問わず国内盤、新譜、新録音のＣＤが対象となります。
邦洋問わず国内盤、新譜、新録音のＣＤが対象となります。
シングルでもアルバムでも可とします。
再発作品、再編集盤、発掘音源による新譜など、過去のアーカイブ音源を使用したアルバムで、アーテ
ィストの再評価に繋がる、パッケージの創り手の思いが伝わる作品を選出します。（洋楽、邦楽、国内
盤、輸入盤は問いません。）

二次ノミネート作品投票

投票方法 WEB、携帯、FAXにて投票
＊ニックネーム、アカウント名等、本名以外の投票は無効とします。
＊投票は1人3作品までとします。
＊投票する作品へのコメントは必須とします。

  発  表 ２０１９年１月１１日（金） 予定
投票期間 ２０１８年１２月３日（月）～１２月２３日（日）

選考対象 ２０１８年１月１日～２０１８年１２月３１日に
発売された邦楽オリジナルアルバム（ベスト盤を除く）から
下記選考基準に基づき、一次ノミネート作品を除いた作品
を選びます。

※下記、一次ノミネート１５作品（二次ノミネート除外作品）には投票出来ません。
2018/2/28
2018/6/27
2018/5/2
2018/6/6 
2018/4/11
2018/4/25
2018/6/13
2018/6/20
2018/5/16
2018/3/7
2018/1/10
2018/1/24
2018/3/14
2018/1/24
2018/1/17

（VICL-64926）
（ESCL-5076）
（AMRAM-004）
（UMCK-1600）
（LACD-0293）
（ESCL-5045）
（AZCS-1070）
（SRCL-9829）
（DDCK-1055）
（VICL-64955）
（UMCK-9934）
（TFCC-86637）
（HPP-1009）
（DDCB-12101）
（WPCL-12817）

『Juice』
『初恋』
『ムスヒ』
『Wake Up』
『エスカパレード』
『分離派の夏』
『Kisses and Kills』
『走り出す瞬間』
『POLY LIFE MULTI SOUL』
『H.O.T』
『Galaxy of the Tank-top』 
『MODE MOOD MODE』
『緑黄色社会』
『Luby Sparks』
『Everybody!!』

iri
宇多田ヒカル
EVISBEATS
エレファントカシマシ
Official 髭男 dism
小袋成彬
THE ORAL CIGARETTES
けやき坂46
cero
Nulbarich
ヤバイTシャツ屋さん
UNISON SQUARE GARDEN 
緑黄色社会
Luby Sparks
WANIMA

（アーティスト名 五十音順）



〒106-0031 東京都港区西麻布 4-16-7-201 NPO 法人ミュージックソムリエ協会内
TEL 03-3499-5635 FAX 03-3499-3117  cdshop-taisho@cdshop-kumiai.jp

CDショップ大賞事務局　
その他お問い合わせ先

第１１回ＣＤショップ大賞２０１９ FAX 二次ノミネート作品投票用紙
03-3499-3117FAX ２０１８年１２月２３日（日）投票締切

選考基準
CDショップ店員一人一人が、素敵なアーティストの素敵な作品をもっともっと沢山の人の心に届くように、自分達の手によって売りたい！伝え
たい！という思いの結集です。
＊CDショップの現場で培われた目利き、耳利きによる選出　　　　　　　　　　＊メジャー、インディーズは問いません。
＊店頭から全国に向けて発信できるような、本当にお客様にお勧めしたい作品

★項目に関してご記入がない場合、投票無効となる場合があります。
選考組合員エントリー ＊メールアドレス及び電話番号はCDショップ大賞と全日本CDショップ店員組合についてのお知らせ、ご連絡のみに使用致します。

★
店舗電話番号

年  齢男 ・ 女性  別

★

★

店舗所在
都道府県名

氏   名

★

★

同意しない個人名： 実名可 or 匿名希望
店舗名： 実名可 or 匿名希望ショップ名・名前の掲載に 同意する同意確認

所属店舗
※全国のCDショップが参加しています。チェーン店名も必ずご記入ください。

ご登録・投票の内容をWEB、出版物・PRなどで使用させていただくことがあります。　その際にショップ名、お名前を掲載してよろしいでしょうか？
いずれかに○印をおつけください。

投票資格者

（アルバイト、パートも含む）
新譜を扱うＣＤショップの店員

※部門賞のみの投票もできます（任意投票）部門賞

アーティスト名

推薦理由

作品名
● リビジテッド賞（アルバム）

アーティスト名

推薦理由

作品名
● 演歌賞（シングルorアルバム）

アーティスト名

推薦理由

作品名
● クラシック賞（アルバム）

アーティスト名

推薦理由

作品名
● マエストロ賞（アルバム）※ベスト盤を除く

アーティスト名

推薦理由

作品名
● ジャズ賞（アルバム）

アーティスト名

推薦理由

作品名
● ライヴ作品賞（ライヴＣＤ又はライヴ映像作品）

アーティスト名

推薦理由

作品名
● 洋楽賞（アルバム）

1人3作品まで投票できます。一次ノミネート作品には投票できません。ＣＤショップ大賞

（必須）

（アルバム） アーティスト名

推 薦 理由
作品名

（必須）

（アルバム） アーティスト名

推 薦 理由
作品名

（必須）

（アルバム） アーティスト名

推 薦 理由
作品名


