豆柴の大群 #豆柴全国どさ祭
6/12(日)両 A 面シングル「豆ん JOY / 間違いだらけのヒーロー」発売記念【ミニライブ＆チェキ撮影会】
詳細決定！
■場所
丸亀町グリーン 1F けやき広場
https://mgreen.jp/
■開催日時
2022 年 6 月 12 日(日)
1 部ミニライブ 13:00 スタート （集合時間： 12:30）
2 部ミニライブ 16:00 スタート （集合時間： 15:30）
■出演
豆柴の大群
■イベント内容
ミニライブ＆特典会
※ライブは観覧無料ですが、対象商品ご予約のお客様に整理番号付入場券・特典券の配布がございます。
■配券種類
＜整理番号付入場券＞
＜特典券＞（
「豆柴の大群」券 / 小豆券）
■ご参加方法
6 月 12 日（日）イベント当日 AM11:00 より丸亀町グリーン 1F けやき広場特設カウンターにて、対象のＣＤを
１枚ご予約につき「整理番号付入場券」1 部又は、2 部のいずれか 1 枚と、
「豆柴の大群」券を 1 枚差し上げま
す。
ご予約は 1 会計につき対象商品“お一人様 7 枚まで”とさせて頂きます。
対象のＣＤを同時に２枚以上ご予約していただいた方は、「整理番号付入場券」はお一人様各部１枚を上限とさ
せて頂き、
「豆柴の大群」券はご予約枚数分お渡しさせて頂きます。
・
「整理番号付入場券」
「豆柴の大群」券はともに数に限りがございます。予定枚数に達し次第、配布終了となり
ます。希望の部が選べない場合もございますのでご了承ください。
イベント会場にてご予約頂いた商品には、CD ショップ特典やその他のあらゆる特典はお付けできませんのでご
了承ください。
※対象商品ご予約者のみご参加いただけるイベントとなります。ご予約されない方はご参加いただけません。
※イベント観覧の参加人数に制限を設けさせていただきます。
※飛沫予防ため、会場内での会話等は極力お控えいただきますようお願いいたします。コールも NG となります。
※「整理番号付入場券」は、お一人様 1 枚までのお渡しとさせていただきます。
※「整理番号付入場券」は、お並びなおして複数枚お渡しすることはできませんのでご了承ください。
※整理番号はランダムでの配布となります。

※「豆柴の大群」券はご予約枚数分お渡しさせていただきます。
※「整理番号付入場券」
「豆柴の大群」券「小豆券」は、イベント当日のみ使用可能です。
※「整理番号付入場券」
「豆柴の大群」券「小豆券」の数には限りがございますので、なくなり次第受付終了とさ
せていただきます。
※「整理番号付入場券」
「豆柴の大群」券「小豆券」の紛失、盗難等による再発行は一切行いません。
※お支払い方法は現金、クレジットカード(一括払いのみ)が可能です。各種クーポン/ポイントカードはご利用頂
けません。
※ご予約商品は、タワーレコード高松丸亀町店での受け取り、もしくは配送(別途、送料 810 円)のいずれかをお
選び頂けます。
【特典会内容】
★チェキ撮影会★
「豆柴の大群」券 7 枚 → メンバー全員とのチェキ撮影会にご参加頂けます。
「豆柴の大群」券 3 枚 → ご希望のメンバー1 名とのツーショットチェキ撮影会にご参加頂けます。
※お客様のマスク着⽤徹底の上、アクリルパネル又は、ビニールカーテン越しでの特典会となります。またお客
様も特典会にご参加の際は必ずマスクを着用の上ご参加ください。マスクを未着用のお客様はイベントおよび特
典会への参加をお断りさせていただきます。
※撮影中、メンバーとのコミュニケーションは可能です。
※メンバーへの各種リクエストはご遠慮ください。
※「豆柴の大群」券は当日、当会場のみ有効です。他のイベントや会場でご使用になることはできません。
※「豆柴の大群」券は定員に達し次第、配布終了となります。
※「豆柴の大群」券をお渡し後の変更は承っておりませんのでご了承ください。
※「豆柴の大群」券をお持ちでない方はご参加いただけません。フリー観覧もございません。
※全ての特典会でお並びのお客様が残り２名になった時点で受付を終了させて頂きます。その後の受付は一切致
しませんので、注意してお早めにお並び下さい。
※特典会終了後に、
「豆柴の大群」券は無効になりますのでご注意下さい。
※特典会はイベントスペースの都合上、順番待ちのお客様がいらっしゃる状況でも終了となる場合がございます。
予めご了承下さい。
★キッズ回について★ ※12 歳以下対象
キッズ限定メンバー全員チェキ撮影会: 「豆ん JOY / 間違いだらけのヒーロー」
（キッズ盤）のご予約でご参加
頂けます。
・キッズ盤対象回のみ、キッズ盤をご予約いただいた方に「特典会参加券（小豆券）」を先着でお渡し致します。
・キッズ盤対象回は 12 歳以下の方限定で参加可能となります。
・お一人でチェキ撮影会に参加できる 12 歳以下の方がご参加いただけます。
・付き添いが必要な場合は 12 歳以下の参加者１名につき、お一人まで会場内に同行可能です。
※販売時、入場の際に 12 歳以下のみ参加の旨を了承頂いた方のみ参加可能となります。
※１２歳以下と判断付かない場合は、身分証明等で年齢を確認させていただく場合がございます。
※１３歳以上と判断させていただいた場合は、キッズ回の「特典会参加券（小豆券）
」券をお持ちでも参加をお断
りする場合がございます。その際は、別の回への変更は不可となりますのでご了承ください。

■1 会計でのご購入上限枚数
＜整理番号付入場券＞…各部お一人様 1 枚まで
＜対象商品＞…お一人様 7 枚まで
＜特典券＞【初回生産限定盤】
【ＣＤ盤】…1 枚ご予約につき、「豆柴の大群」券 1 枚
【キッズ盤】…1 枚ご予約につき、
「小豆券」 1 枚

■御買上場所
6 月 12 日（日）AM11:00 より、丸亀町グリーン 1F けやき広場特設カウンターにて販売開始予定
■対象商品：
・アーティスト名：豆柴の大群
・タイトル：豆ん JOY / 間違いだらけのヒーロー
・発売日：2022 年 7 月 20 日(水曜日)
【初回生産限定盤】BOX 仕様 CD+Blu-ray+写真集

AVCD-61205/B ￥10,666 (税込)

【ＣＤ盤】CD only AVCD-61206 ￥1,320(税込)
【キッズ盤】AVCD-61207 ¥1,000(税込)
※キッズ盤のみご参加頂ける年齢に制限がございます。キッズ回の特典会参加方法をご確認の上ご予約をお願い
致します。
《お受け取りについて》
■商品のお受け取り方法は、以下からお選び頂けます。
店舗受取：タワーレコード高松丸亀町店でのお受け取り（店舗指定は出来ません。）
自宅配送：配送料 810 円（ホテルや海外などへの発送は承っておりません。
）
※決済完了後の受取方法の変更は不可となります。
■店舗での商品お受け取りは、7 月 19 日(火)夕方以降となります。商品お受け取りの際、 「
【※破棄厳禁】決済
完了/受取方法のご案内」メール内のご注文情報の URL を開いて、受け取り用のバーコードをご提示下さい。バ
ーコードは入荷日より表示されます。
■配送を希望された方は、
「
【※破棄厳禁】決済完了/受取方法のご案内」メールのご注文情報に記載の発送予定日
より順次配送致します。
■商品のお取り置き期間は発売日から 4 週間となり、8 月 17 日(水)までとなります。
■長期不在や住所不明、不在受取の連絡が取れない等、期間までに受け取頂けない場合、商品のお渡しは出来ま
せん。その際、代金は返金致しかねますので、予めご了承下さい。
■お客様のご都合によるご予約後の変更/キャンセル/返品/返金は、一切受け付け出来ません。
（商品遅延等の場
合も同様です。
）
■お客様のご都合により一定期間までに商品をお受け取り頂けず、再配達・転送等となった場合、それらに掛か
る費用は、お客様自身でのご負担とさせて頂きます。予めご了承下さい。

【新型コロナウイルス感染対策についてご参加のお客様へお願い】
新型コロナウイルス発生に伴い、予防対策として運営側としましては、細心の注意を払いイベントを実施してお
ります。感染拡大防止の趣旨をご理解いただき健康と安全を考慮し、イベント運営において下記の対応とご協力

をお願い致します。
※入場の際、検温・アルコール消毒・マスクの着用は必須になります。イベント中もマスクは外さずにご参加く
ださい。マスク着用の無い方はご参加できませんので、予めご了承下さい。
※当日、お客様に非接触体温計での体温測定を実施させていただきます。体温が 37.5 度以上のお客様、発熱や咳
など風邪症状や息苦しさなどの症状があるお客様のご入場はお断り致しますので、予めご了承くださいませ。体
調にご不安のある方は、くれぐれもご無理をなさらないようお願い致します。
※万が一、発熱・咳・全身痛などの症状がある場合は、ご来場の前に必ず医療機関にご連絡の上、指定された医
療機関で受診されますようお願い致します。
※新型コロナ感染拡大防止の一環として、イベントスペース内に掲示している QR コードよりアクセスいただ
き、①お名前②電話番号③メールアドレスの登録をお願い致します。入場の際に、登録後の返信メールにて登録
内容を確認させていただきます。お寄せいただいた情報は、万一来場者の中から新型コロナウイルス感染者が発
生した場合に、お客様にその旨をご連絡する目的（必要に応じて、保健所等に提供）で使用致します。ご登録頂
きました個人情報は、イベント実施日より１ヶ月後、弊社が責任をもって廃棄致します。イベント参加の際、登
録が必須となりますのでご了承ください。
※飛沫予防の為、会場内での会話等は極力お控えいただきますようお願い致します。コールも NG となります。
※イベントスペース内はスタッフに指示された位置でご観覧ください。イベント中の場所移動はできません。
※今後の状況によっては、イベントの急遽中止・延期、内容の変更になる場合も御座いますのでご了承ください。
その際は当日までにホームページ等でご案内させていただきますので、予めご了承ください。
【注意事項】
・ライブは観覧無料ですが、対象商品ご予約のお客様は、優先エリアにてご覧いただけます。
・整理番号付入場券、特典券の紛失、盗難等による再発行は一切行いません。
・整理番号付入場券、特典券はイベント当日のみ有効とさせていただきます。
・本イベントの安全な運営の為、スタッフの指示にしたがっていただきますようご協力ください。
・会場内・外で発生した事故・盗難等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。貴重品は各自で管理し
てください。
・整理番号付入場券、特典券は予定枚数に達し次第、終了とさせていただきます。
・整理番号付入場券、特典券の再発行はいかなる場合も致しませんのでご了承ください。
・整理番号付入場券、特典券のダフ屋行為、転売、複製は一切を禁止致します。
・諸事情により、内容等の変更・イベント中止となる場合がございますので、予めご了承ください。
・会場までの交通費・宿泊費等はお客様ご自身のご負担となります。万が一のイベント中止時でも同様です。
・会場内外で発生した事故・盗難等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。
・イベント開催時、係員がお客様の肩や腕などに触れて誘導する場合があります。予めご了承ください。
・会場内での飲食行為は禁止とさせていただきます。
・運営の妨げとなる行為をされた場合は会場より退場して頂きます。最悪の場合、イベント自体を中止すること
もございます。
・会場周辺での座り込み・集会等は、他のお客様のご迷惑となりますので禁止させて頂きます。
・会場周辺での徹夜行為等は、固くお断りいたします。
・当日、イベントスタッフの指示を必ずお守り頂き、行動していただくようにお願い致します。
・小学生以上のお客様から「特典券」が必要となります。
（未就学児が参加する場合、付添いの方は「特典券」が
必要です）

・ご購入後の枚数変更・キャンセルは一切お受け出来ません。不良品は良品とご交換させていただきます。
・酒類の持ち込み、飲酒後・酒気帯びでの特典会参加は禁止です。

【お問い合わせ先】
エイベックス カスタマーサポート
https://ssl.avexnet.or.jp/form/ask/avexportal/
営業時間 11:00～18:00（土日祝除く）
※メールは 24 時間承っておりますが、 ご対応は営業時間内に順次とさせて頂きます。
予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

