
11月23日（金）

物販開始時間・入場待機列集合時間・特典会詳細

「整理番号付
き優先エリア
入場券」

引換開始時間

物販開始時間
優先エリア入
場待機列集合

時間
特典会内容

11:00 ～ 11:20 民謡ガールズ

「ミライ」 1枚予約→1枚特典券配布
「キラリ☆夢音頭」 2枚購入→1枚特典券配布
【特典券1枚】下記のどちらか
・出演メンバー1名とのツーショット(サインなしチェキorカメラ)撮影
・出演メンバー1名より好きな物へサイン&コメント書き
【特典券2枚】
・出演メンバー全員またはお好きな組み合わせメンバーとの(サインなしチェキorカメラ)撮影
※「ミライ」3形態同時ご予約で「キラリ☆夢音頭」2CDポップ プレゼント(先着30名限定)

11:20 ～ 11:40 辰巳ゆうと
商品購入者に購入枚数分、サイン色紙渡し&写真撮影(お客様のカメラにて)
さらに、「下町純情」3タイトル<1/17発売シングル「下町純情」、「下町純情」(下町盤)、
(純情盤)>同時購入者にサイン入りポスターをプレゼント!

11:40 ～ 12:00 岩佐美咲
商品1枚購入につき、特典券1枚付与 特典券1枚→握手会 特典券2枚→2ショット撮影会
※「佐渡の鬼太鼓」特別盤A・B・C同時ご購入で「クリアファイル」プレゼント
 (販売所で特典お渡しいただけますと助かります)

12:30 ～ 13:00 山口ひろみ 10:30 10:30 11:30 サイン握手会&2ショット撮影会

13:30 ～ 14:00 MAY'S 11:30 11:30 12:30 CDおよび・グッズ購入3000円以上でサイン会へ参加。モバイルファンクラブ会員の方はメンバーと3shot撮影会

14:30 ～ 15:00 木山裕策 12:30 12:30 13:30 握手&サイン会

15:30 ～ 16:00 平松愛理 13:30 13:30 14:30 サイン会

16:30 ～ 17:00 アップアップガールズ（仮） 14:30 14:30 15:30 握手会＆撮影会

17:30 ～ 18:00 DJ和 15:30 15:30 16:30 ポストカードプレゼント

18:30 ～ 19:00 奥華子 16:30 16:30 17:30 3000円以上購入で特典券1枚お渡し。握手会を実施。

「整理番号付
き優先エリア
入場券」

引換開始時間

物販開始時間
優先エリア入
場待機列集合

時間
特典会内容

10:30 ～ 11:00 筑波よさこい連＆筑波和弘 特典会はございません

11:20 ～ 11:50 うくれれ・キッズ＆マカマカ 特典会はございません

12:10 ～ 12:40 DENSHI JISION 10:10 10:00 11:10 握手&サイン会

13:00 ～ 13:20 High a Girls<這い上がーるず> 11:00 10:00 なし 握手会

13:40 ～ 14:10 日々かりめろ 11:40 10:40 12:40 握手&サイン会　商品購入者に限定ポストカードプレゼント

14:30 ～ 15:00 関隆浩 12:30 11:30 13:30 サイン会

15:20 ～ 15:50 井上昌己 13:20 12:30 14:20 握手&サイン会、ポストカード（数種ランダム渡し)

16:10 ～ 16:40 水城なつみ 14:10 13:10 15:10
サイン会＆2ショット撮影会　2,000円以上お買い上げでポスタープレゼント
※事前に店頭で購入されたお客様は、優先エリア参加券と購入したCDをお持ちください。ご購入のCDを確認の上、特典券
をお渡しします。

17:00 ～ 17:30 神園さやか 15:00 14:00 16:00 握手オリジナルサイン色紙+特製ポストカード(非売品)

17:50 ～ 18:20 FUKI 15:50 14:50 16:50 旧譜購入でジャケットにサイン。ニューアルバムご予約でミニ色紙にサイン＆オリ特ボールペン

18:40 ～ 19:10 アンダーグラフ 16:40 15:40 17:40
握手&サイン会
※事前に店頭で購入されたお客様は、優先エリア参加券と購入したCDをお持ちください。ご購入のCDを確認の上、特典券
をお渡しします。

10:00

なし

9:00 9:00

なし

Start：10:30～

なし

Wonder Stage

GOO Stage

Start：11:00～

※優先エリア参加券をお持ちで、裏面にアーティスト名の記載がある場合はそのアーティストのみ対象、無い場合は優先エリアがある全アーティストが対象となります。
※24日 ・ 25日のWonderStage出演アーティストに関しては、店頭販売時にお渡しした「優先エリア参加券」では特典券との引き換えはできません。当日の物販ご購入者にのみ、
　特典券をお渡しいたします（ベリーグッドマンを除く）。
※物販は、いずれのアーティストも出演ステージ内の物販ブースにての販売となります。
※24日の倉木麻衣さんのみ「優先エリア参加券」をお持ちの方対象に、16:30から先着で【組紐リボン（ワングーフェスver.）】をお渡しいたします。
※25日の高橋まことさんは優先エリアは設けませんが、「優先エリア参加券」をお持ちの方対象にサイン会を実施いたします。
※特典会は、ライブ終了後に準備が整い次第の開催となります。
※WonderStage・GOOStageともオールスタンディングとなりますが、アーティストにより前方に椅子席を設ける場合がございます。椅子席には数に限りがございます。
※配布開始時間や入場時間などは、状況により前後する場合がございます。
※GOOStage出演アーティストの商品を事前に店頭で購入されたお客様は、「優先エリア参加券」と購入したCDをお持ちください。ご購入のCDを確認の上、特典券をお渡しします。
※24日のポケモンステージは優先エリアはございませんが、キッズエリア（小学生以下対象、保護者1名同伴可）を設けます。整理番号付キッズエリア入場整理券を10:30から
　先着で配布いたします。
※「整理番号付き優先エリア入場券」は数に限りがございます。定員に達し次第、配布終了となります。

※物販開始時間や「整理番号付き優先エリア入場券」引換開始時間、優先エリア入場時間は、状況により前後する場合がございます。　※会場内ではスタッフの指示に従っていただくようお願いいたします。
※特典会内容は諸般の事情により予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

優先エリア参加券を持っている

●優先エリア入場・特典会参加の流れ
　開演2時間前（ウタガアルセカイ第1部のみ
1時間前）より、引き換えブースにて「整理番号
付き優先エリア入場券」・「特典会参加券」との
お引き換えが必要となります。
※整理番号はランダムとなります。
※「特典会参加券」のお渡しは、特典会が設定されて
　いるアーティストのみお渡しとなります。
※24日・25日のWonderStage出演アーティストに関しては、
　店頭販売時にお渡しした「優先エリア参加券」では
　特典券との引き換えはできません。当日の物販
　ご購入者にのみ、特典券をお渡しいたします。

　開演1時間前に、整理番号順に
優先エリア入場待機スペースに
お並びください。
　30分前から順次優先エリアに
入場となります。
※24.25日GOOStageの集合時間は開演30分前です。
　入場は15分前となります。

優先エリア参加券を持っていない

優先エリア参加券を持っていない

　当日、物販ブースにて対象アーティストの
対象商品を購入し、「優先エリア入場券」と
「特典会参加券」をお受け取りください。
　その後、引き換えブースにて「優先エリア
参加券」を「整理番号付き優先エリア入場券」と
お引き換えください。
※整理番号はランダムとなります。
※それぞれ、優先エリアないし特典会が設定されて
　いるアーティストのみのお渡しとなります。

自由観覧エリアにて観覧が可能です。
※混雑状況により、ステージが見えづらい、または
　自由観覧エリアを設定しない場合があります。



11月24日（土）

※物販開始時間や「整理番号付き優先エリア入場券」引換開始時間、優先エリア入場時間は、状況により前後する場合がございます。　※会場内ではスタッフの指示に従っていただくようお願いいたします。
※特典会内容は諸般の事情により予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

物販開始時間

「整理番号付
き優先エリア入
場券」

引換開始時間

優先エリア入場
待機列集合時

間
特典会内容

11:00 ~ 11:25 さんみゅ～

当日下記対象商品をご購入頂いたお客様に特典券をお付けします。
※店頭購入対象外特典

真夏のFantasy(sunwks-001/sunwks-002/sunwks-003)
税込\1,000ごとに1枚「特典会参加券」を付与
特典会参加券1枚で一斉握手会
特典会参加券2枚で2shot撮影会(チェキorスマホ、カメラ付携帯電話)
特典会参加券3枚で6shot撮影会(ワイドチェキorスマホ、カメラ付携帯電話)

11:25 ~ 11:50 CYNHN

当日、下記対象商品をご購入頂いたお客様に特典券をお付けします。
※店頭購入対象外特典

◆『絶交郷愁/雨色ホログラム』全3形態(初回限定盤A/B、通常盤)のうちいずれか1枚 → 握手券1枚
◆『絶交郷愁/雨色ホログラム』全3形態(初回限定盤A/B、通常盤)のうち異なる2形態 → 撮影券1枚

[握手会]
握手券1枚につき、メンバー全員との握手会にご参加いただけます。
※お一人様5枚までの参加回数制限を設けさせていただきます。
[チェキ会]
撮影券1枚につき、お客様とご希望メンバー1名との2ショットチェキ撮影にご参加いただけます。
※こちらで用意するインスタントカメラで撮影致します。
※ポーズのリクエスト等はお断りさせていただく場合がございます。特典券の枚数に応じて、下記の特典会にご参加いただけます。

11:50 ~ 12:15 虹のコンキスタドール

 当日会場にて対象商品1会計ご予約税込1,000円ごとに特典券1枚お渡しいたします。
※店頭購入対象外特典

<購入上限>
・1会計の購入上限は「超豪華盤(KICS-93760~1)」1枚または「初回限定盤(KICS-93762)」&「通常盤(KICS-3760)」各1枚までとさせていただ
きます。
・「超豪華盤(KICS-93760~1)」は1会場につきお1人様1枚までとさせていただきます。
※購入上限は各会場ごとに変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

◆特典内容
 特典券1枚:全員ハイタッチ
 特典券1枚:スマホでランダム2ショット撮影(①)
 特典券1枚:当たり付きランダムチェキくじ(②)
 特典券2枚:チェキまたはスマホで2ショット撮影
 特典券4枚:チェキで2ショット撮影+チェキにサイン(③)
※① くじを引いていただき、名前が書かれたメンバーとスマートフォンで撮影ができます。
※② 1度に交換できる枚数は10枚を上限とさせていただきます。
※③ 撮影したチェキにサインをご希望の場合は「宛名記入用紙」にご自身のお名前またはニックネームを事前にご記入のうえ、特典を受ける際にス
タッフにお渡しください。「宛名記入用紙」は対象商品販売スペースにてお配りしています。

 <特典会に関する注意事項>
・各特典の時間制限は各会場ごとに変更となる可能性がございます。ご理解ご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。
・各会場のお時間の都合上、配布する特典券の枚数には制限がございますので、予めご了承ください。
・特典券の譲渡・交換・転売は禁止いたします。そのような行為が発覚した場合は、イベントへの参加をお断りさせていただきます。

12:15 ~ 12:40 アップアップガールズ(2)
当日対象のCDをCD販売ブースにてご予約で優先エリア入場券をお付けします。
※店頭購入対象外特典
ライブ終了後特典会ブースにてアーティストスタッフが販売するグッズを購入のお客様に特典券をお付けします。

14:00 ~ 14:15 JustC-3
※店頭購入対象外特典
1,500円につき特典券1枚。特典券1枚で2ショットチェキ撮影。

14:15 ~ 14:30 AsteRisM⁂
※店頭購入対象外特典
1,500円につき特典券1枚。特典券1枚で2ショットチェキ撮影。

14:30 ~ 14:45 Backslash＼＼
※店頭購入対象外特典
1,500円につき特典券1枚。特典券1枚で2ショットチェキ撮影。

14:45 ~ 15:05 CoLoN:
※店頭購入対象外特典
1,500円につき特典券1枚。特典券1枚で2ショットチェキ撮影。

15:05 ~ 15:25 Rush×300
※店頭購入対象外特典
1,500円につき特典券1枚。特典券1枚で個別握手、特典券2枚で2ショットチェキ撮影。

15:25 ~ 15:55 B2takes!

※店頭購入対象外特典
★1会計のご購入税込1,000円ごとに特典券1枚お渡しいたします。
※購入上限:1会計につき、対象商品各2枚までとさせていただきます。
<特典会内容>
特典券1枚・・・全員握手(①)
特典券3枚・・・2ショット撮影(②)
※①当日出演メンバー全員との握手です。
※②メンバー1名との2ショット撮影です。メンバーソロのみの撮影は出来ません。
※②撮影はお客様お手持ちのスマートフォン(アプリ使用NG)、タブレット、携帯電話での撮影です。
※②ポーズは下記よりお選びください。
<1>ピース<2>ハート(小)<3>頭ポンポン<4>ガッツポーズ<5>くまさん<6>トモダチ<7>当日限定ポーズ!

<2ショット撮影に関する注意事項>
・iPhone 6s/6s Plus以降の「Live Photos」機能につきまして、動画撮影と同等とみなし禁止とさせていただきます。
・「Live Photos」機能がオンになっている場合、スタッフにてオフにさせていただきますので予めご了承下さい。
・iOS11以降に搭載されている「画面録画機能」につきまして、動画撮影と同等とみなし禁止とさせていただきます。
・基本的に撮り直しは行いません。(ブレている、メンバーが目をつぶっている、明らかに画面が暗い場合は撮影スタッフの判断により撮り直しさせ
ていただきます。必ずその場でご確認ください。)
・撮り直しについてはスタッフの判断となります。ご了承ください。
・撮影が終了したら、速やかに次の方と交代をお願いいたします。

17:00 ~ 17:25 吉川友
当日対象のCDをご購入で優先エリア入場券をお付けします。
※店頭購入対象外特典
ライブ終了後特典会ブースにてアーティストスタッフが販売するグッズを購入のお客様に特典券をお付けします。

17:25 ~ 17:50 風男塾

対象商品を当日ご予約・ご購入で撮影券を差し上げます。
※店頭購入対象外特典

◆12/12発売映像商品(予約) → 撮影券2枚
◆10/10発売アルバムCD(販売) → 撮影券1枚

撮影券1枚で、
 ・風男塾メンバー全員とお客様との集合撮影
 ・風男塾メンバー2名のみのツーショット撮影
 ・風男塾メンバーひとりとお客様とのツーショット撮影
のいずれかにおひとり様1回参加できます。

18:30 ~ 19:00 倉木麻衣 9:30 16:30 17:30
特典会はございません。
【優先エリア参加券】をお持ちの方を対象に16:30から先着で【組紐リボン(ワングーフェスver.)】をお渡しいたします。

物販開始時間

「整理番号付
き優先エリア入
場券」

引換開始時間

優先エリア入場
待機列集合時

間
特典会内容

10:30 ~ 11:00 筑波大学ケルト音楽愛好会 なし 特典会はございません

11:20 ~ 11:50 みならいモンスター 9:30
CD1枚購入で特典券1枚お渡し
特典券1枚→サイン会

12:10 ~ 12:40 箏さらりん なし 特典会はございません

13:00 ~ 13:30 ポケモン なし （12:30）

整理番号付
キッズエリア
入場整理券を
当日10:30~
配布します。

優先エリアはございませんが、キッズエリア（小学生以下対象、保護者1名同伴可）を設けます。

13:45 ~ 14:15 Ren
CD1枚購入で特典券1枚お渡し
特典券1枚→サイン会

14:40 ~ 15:10 ABBAN 関連商品の販売はございますが、特典会はございません。

15:35 ~ 16:05 Psalm
CD1枚購入で特典券1枚お渡し
特典券1枚→サイン+握手
さらに最新CD『Shine』購入者にポスタープレゼント

16:30 ~ 17:00 Potomelli 14:30 16:00
CD1枚購入で特典券1枚お渡し
特典券1枚→サイン会

17:30 ~ 18:00 メロディー・チューバック 15:30 17:00
CD1枚購入で特典券1枚お渡し
特典券1枚→サイン or 写メ

18:30 ~ 19:00 J☆Dee'Z 16:30 18:00

CD1枚購入で特典券1枚お渡し
▼特典券1枚につき、下記の中から1種類の特典会にご参加いただけます。
・サイン会…特典券1枚につき、お一人様1回、お好きなメンバーとのサイン会にご参加頂けます。サインはご購
入いただいたCDのお好きな箇所1箇所にサインさせて頂きます。 (サイン・日付・お客様の宛名を書かせて頂き
ます。それ以外のモノは書く事ができませんのでご了承ください。)
・握手会…特典券1枚につき、お一人様1回、メンバー全員との握手会にご参加いただけます。
・2ショット撮影会…特典券1枚につき、お一人様1回、お好きなメンバーとの2ショットを撮影していただけま
す。

▼特典券2枚につき、下記の中から1種類の特典会にご参加いただけます。
・グループショット撮影会…特典券2枚につき、お一人様1回、メンバー全員とのグループショット撮影をしてい
ただけます。

Wonder Stage

GOO Stage

iPop Fes -番外編-  Start:11:00~

Start:10:30~

Cheer Up! Boys SHOWCASE -番外編-  Start:14:00~

【3部】Start:17:00~

【4部】Start:18:30~

10:00

13:00

16:00

なし

なし

9:30

9:30

12:0011:00

15:0014:00

9:30

なし

なし



11月25日（日）

※物販開始時間や「整理番号付き優先エリア入場券」引換開始時間、優先エリア入場時間は、状況により前後する場合がございます。　※会場内ではスタッフの指示に従っていただくようお願いいたします。
※特典会内容は諸般の事情により予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

物販開始時間

「整理番号付き
優先エリア入場

券」
引換開始時間

優先エリア入場
待機列集合時

間
特典会内容

11:00 ～ 11:30 高橋まこと 9:00 なし なし
事前に店頭購入で「優先エリア参加券」お持ちの方→サイン会
当日会場にて対象商品をご購入の方→サイン会

12:30 ～ 13:00 Lacco Tower 9:30 10:30 11:30
当日会場にて「若葉ノ頃」ご購入の方に特典券1枚お渡し
特典券1枚→CDにサイン
イベント当日会場CD売場（CD販売開始時間11:00）にて対象商品をご購入の方に撮影
券・握手券・優先エリア入場券を先着でお渡しします。
特典会は列が途切れ次第終了となります。

【参加対象】観覧フリー（優先エリア入場整理券をお持ちの方が優先にご入場いただ
きます）※場合によって入場制限をさせて頂く場合がございます。
【握手会／撮影会に関しまして】
ご希望のメンバー列に整列頂きます。同一メンバーでの再度の整列はできません。参
加の際にお持ちの握手券・撮影券の全てをお渡し下さい。
同じメンバーとの撮影券を複数枚お持ちの方も、1回の整列参加でお持ちの枚数分の撮影を一度に行います。
イベント進行上の都合により、特典会が終了したメンバーの再度の登場はございません。
特典券（握手券・撮影券）はご購入頂いた当日の対象公演のみ使用できます。それ以外の公演での使用は出来ません。
特典券の譲渡は禁止となっております。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
全4種（TYPE A,B,C,D のうちいずれか1枚）をご購入の方に先着で握手会参加券：1枚をお渡しします。
握手会参加券は各公演各メンバーおひとり様1枚までのお渡しとさせて頂きます。
・1枚の握手券でおひとり様1回出演メンバー1名と握手できます。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
全4種（TYPE A,B,C,Dのうち税込3,000円以上／重複不可）をご購入の方に先着で 撮影会参加券：1枚 をお渡しします。
・1枚の撮影会参加券でおひとり様1回出演メンバー1名と2SHOT撮影できます。お客様のお持ちの携帯電話、デジタルカメラでの撮影となります。
・同じメンバーとの複数回撮影は一度に行います。お持ちの撮影券を全てお渡し下さい。再度の整列はできません。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【対象商品】
・アーティスト：和田アキ子 with BOYS AND MEN研究生
・タイトル：愛を頑張って
・発売日：2018年5月23日発売
【TYPE-A】
商品形態：CD+DVD / 価格：\1,667+税 / 品番：TECI-413・TEBI-18514 / POS：
4988004148064
・CD収録内容：①愛を頑張って　②愛を頑張って -和田アキ子 Ver.- ③愛を頑張っ
て -BOYS AND MEN 研究生Ver.- ④愛を頑張って -Instrumental-
・DVD収録内容：①愛を頑張って Music Video　②メイキング映像 【TYPE-B】
商品形態：CD / 定価： \1,204+税 / 品番：TECI-414 / POS：4988004148071
CD収録内容：①愛を頑張って ②アイノテヲ　③GYA WOW☆【TYPE-C】
商品形態：CD / 定価：\1,000+税 / 品番：TECI-415 / POS：4988004148088
CD収録内容：①愛を頑張って ②アイノテヲ【TYPE-D】
商品形態：CD / 定価：\1,000+税 / 品番：TECI-416 / POS：4988004148095
CD収録内容：①愛を頑張って ②GYA WOW☆※全4種／全種ジャケットは異なります

15:00 ～ 15:20 スピラ・スピカ

イベント当日会場にて、下記対象商品をご購入いただいた方に先着で「特典券」を差し上げます。「特典券」をお持ちの方は、イベント当日、CD
ジャケットサイン会に参加いただけます。
≪対象商品≫
2018年8月8日発売　スピラ・スピカ メジャー1stシングル『スタートダッシュ』
・初回生産限定盤(VVCL-1272～1273)　￥1,700+税
・通常盤(VVCL-1274)　￥1,200+税
・期間生産限定盤(VVCL-1275)　￥1,300+税
※特典券1枚につき1回、サイン会にご参加いただけます。

15:20 ～ 15:40 ReoNa

特典会はございません。
●会場物販購入特典
CD「ELZA」購入のお客様⇒「ELZA」ポストカード
CD「SWEET HURT」購入のお客様⇒プリントサイン入り「SWEET HURT」ポストカード

15:40 ～ 16:00 halca

イベント当日会場にて、下記対象商品をご購入いただいた方に先着で「特典券」を差し上げます。「特典券」をお持ちの方は、イベント当日、CD
ジャケットサイン会に参加いただけます。
≪対象商品≫
10月31日(水)発売 halca「スターティングブルー」
・初回生産限定盤(VVCL-1313～1314) ¥1,700 (税込)
・初回仕様限定盤(VVCL-1315) ¥1,300 (税込)
5月30日(水)発売 halca「キミの隣」
・キミの隣【halca盤（初回生産限定盤）】(VVCL-1242～1243)¥1,700 (税込)
・キミの隣(VVCL-1244)¥1,300 (税込)
・キミの隣【ヲタ恋盤（期間生産限定盤）】(VVCL-1245～1246)¥1,700 (税込)
※特典券1枚につき1回、サイン会にご参加いただけます。

16:40 ～ 17:10 ベリーグッドマン 13:40 14:40 15:40

【CD購入特典】
イベント当日会場にて、下記対象商品1枚ご購入につき、先着で1枚「特典券」を差し上げます。
「特典券」をお持ちの方は、イベント当日「握手会」にご参加いただけます。
BEST BEST BESTご購入のお客様には、先着で「ポストカード」も差し上げます。
≪対象商品≫
2018年10月24日(水)発売　ベリーグッドマン
・BEST BEST BEST [初回限定盤] (UPCH-7448) ¥4,860(税込)
・BEST BEST BEST [期間限定スペシャル・プライス盤] (UPCH-7449/50) ¥2,980(税込)
2018年5月9日(水)発売　ベリーグッドマン
・1・2・3 [ 限定盤 ] (ZLCP-348) ¥2,894(税込)
・1・2・3 [ 通常盤 ] (ZLCP-349) ¥2,138(税込)
※事前に対象商品を店頭でご購入のお客様は、「優先エリア券」を「整理番号付優先エリア入場券」に引換時、「特典
券」をお渡しいたします。
※対象商品のご購入は1会計につき1枚までとさせていただきます。
【グッズ購入特典】
イベント当日会場にてベリーグッドマングッズ　\2,000以上ご購入の方は、先着で「特典券」1枚差し上げます。
「特典券」をお持ちの方は、イベント当日「握手会」にご参加いただけます。

18:00 ～ 18:20 Mii
当日会場にて「What You Say」ご購入の方に特典券1枚お渡し
特典券1枚→ジャケットにサイン+お客様のスマホ/携帯で2ショット撮影

18:30 ～ 19:00 大城美友
当日会場にて「MI-POSITION」ご購入の方に特典券1枚お渡し
特典券1枚→ジャケットにサイン+2ショット撮影

19:30 ～ 20:00 加藤ミリヤ 16:30 17:30 18:30

特典会はございません。
●会場物販購入特典
イベント当日会場にて、下記対象商品をご購入いただいた方に先着で「特典抽選券」を差し上げます。「特典抽選券」を
お持ちの方は、イベント当日、抽選会にご参加いただけます。ご当選された方には直筆サイン入りの特典を差し上げま
す。
≪対象商品≫
11月21日（水）発売　加藤ミリヤ「CELEBRATION TOUR 2018 」
・完全生産限定盤(SRBL-1824～1826) \12,960 (税込)
・初回生産限定盤(SRBL-1827～1828) \8,640 (税込)
・初回仕様限定盤(SRBL-1829) \6,048 (税込)
・初回仕様限定盤(SRXL-187) \9,396 (税込)
※特典券1枚につき1回、抽選会にご参加いただけます。

物販開始時間

「整理番号付き
優先エリア入場

券」
引換開始時間

優先エリア入場
待機列集合時

間
特典会内容

10:30 ～ 10:50 TONEAYU
CD1枚予約で1枚特典券お渡し
特典券1枚→非売品ポストカードにサイン

11:00 ～ 11:20 中村月子
CD1枚購入で1枚特典券お渡し
特典券1枚→CDにサイン

11:30 ～ 11:50 鈴木友里絵
CD1枚購入で1枚特典券お渡し
特典券1枚→CDにサイン
※3000円以上購入→サイン＋チェキ（ツーショット可）

12:00 ～ 12:25 erica

最新CD「告ラボ」購入→写真撮影、握手、ジャケ写にサイン
その他CD1500円以上購入→握手、ジャケ写にサイン
※事前に店頭で購入されたお客様は、優先エリア参加券と購入したCDをお持ちください。ご購入のCDを確認の上、特典券
をお渡しします。

13:30 ～ 13:50 LUCALAND
CD1枚購入で1枚特典券お渡し
特典券1枚→CDにサイン

14:00 ～ 14:20 みきなつみ
CD1枚購入で1枚特典券お渡し
特典券1枚→CDにサイン

14:30 ～ 14:50 浜崎絵里歌
CD1枚購入で1枚特典券お渡し
特典券1枚→CDにサイン

15:00 ～ 15:25 宇宙まお

CD予約･購入で1枚特典券お渡し
旧譜購入→CDにサイン
予約→非売品ポストカードにサイン
※事前に店頭で購入されたお客様は、優先エリア参加券と購入したCDをお持ちください。ご購入のCDを確認の上、特典券
をお渡しします。

16:30 ～ 16:50 れみふぁ
グッズ1点購入で1枚特典券お渡し
特典券→ピックお渡し or ミニ色紙にサイン

17:00 ～ 17:20 竹仲絵里
CD1枚購入で1枚特典券お渡し
特典券1枚→CDにサイン

17:40 ～ 18:10 Anly

CD1枚購入で1枚特典券お渡し
特典券1枚→CDにサイン
※事前に店頭で購入されたお客様は、優先エリア参加券と購入したCDをお持ちください。ご購入のCDを確認の上、特典券
をお渡しします。

18:30 ～ 19:00 moumoon

特典①
【CDご購入特典】
CD1枚購入で1枚特典券お渡し
特典券1枚→サイン入りステッカーお渡し会
※事前に店頭で購入されたお客様は、優先エリア参加券と購入したCDをお持ちください。ご購入のCDを確認の上、特典券
をお渡しします。

特典②
【ご観覧者特典】
ライブをご観覧いただいたお客様に、お二人から特別なプレゼントがあります！
ご観覧者特典は、特典券をお持ちでない方もお渡し対象となります（数に限りがございます）。
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