
◆8th シングル「BJ」発売記念イベントに関する注意事項に関して 

≪対象法人：アニメイトの参加券配布について≫ 

対象商品のいずれか 1 点を、対象のアニメイトにてご予約(全額内金)下さいましたお客様に、イベント参加券をお渡し致します。 

※内金は現金のみの受付となります。クレジットカード、アニメイトポイントはご利用できません。 

 

●注意事項について 

※参加券の数には限りがございます。店舗での予約状況により、情報掲載時には配布が終了しております場合もございますので、お手数ですが店舗までご確

認ください。 

※参加券は、店頭にて先着順でのお渡しとなります。 

※イベント参加券は 1 会場につき、お一人様 1 枚までとさせていただきます。 

※お取り置きのご要望には応じられませんので、予めご了承ください。 

※イベント中の写真撮影および、動画の撮影は一切禁止となります。 

※イベントの内容については急な変更等ある場合があります。また、天候その他の理由により、中止となる場合もありますので、予めご了承ください。 

 

≪対象法人：ゲーマーズの店舗イベント参加方法について≫ 

イベント実施各店舗にて、5月 2日発売｢BJ｣(初回限定盤 A/初回限定盤 B/アニメ盤/通常盤)のいずれかを全額前金でイベント対象店舗にてご予約頂い

たお客様に、先着でイベント参加券と特典券を配布いたします。 

・特典券は対象商品 1 枚ご予約ごとに 1 枚差し上げます。複数枚ご予約の場合はご予約枚数に応じて差上げます。１度目のお渡しが終了されましたら、列

の最後尾にお並び頂きます。 

・イベント参加券は複数枚ご予約の場合でもお一人様 1 枚までのお渡しとなります。ご了承ください。 

・会場内の観覧スペースには限りがございますので、お客様が殺到した際には入場制限をかけさせていただく場合がございます。 

・イベント参加券は定数に達しましたら配布終了となります。 

 

【注意事項】 

・イベント参加券・特典券は紛失・盗難・破損など如何なる場合においても再発行致しません。 

・イベント対象商品をお求めいただいた際の払い戻しは一切行いませんので、予めご了承下さい。 

不良品の場合は良品交換とさせて頂きます。 

・イベント参加券・特典券の第三者への譲渡、委任は固く禁止させて頂きます。 

・イベント参加券・特典券はご本人様のみ有効となります。 

・会場周辺での深夜・早朝の泊まり込み、座り込み等は一切禁止です。 

・イベント運営にあたり、スタッフがご来場者様の肩や腕に触れて誘導する場合がございます。予めご了承下さい。 

・安全面・防犯面・警備強化の為、ご参加の際、手荷物置き場を設置させて頂く場合がございます。 

その際は、手荷物は所定の場所に預けて頂きご参加頂きます。 

・イベント会場内への危険物ならびに種類の持ち込みは一切禁止です。またご飲食も禁止です。万一、その様な事実・行為が 

発覚した際には、所轄警察への届出と共に、以降のイベントへの出入り禁止処置とさせて頂きます。 

・イベントの録音・録画等の行為は一切禁止とさせていただきます。 

・イベント会場内外で発生した事故・盗難等には主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。 



・イベント会場内にロッカー・クロークはございません。お手荷物・貴重品の管理は自己責任にてお願いいたします。 

・イベントの実施・運営に当たり、スタッフの指示に必ず従って下さい。指示に従っていただけない場合はイベント会場から強制的に 

退場頂きますので、予めご了承下さい。 

・トラブルやアーティストの都合・天候の影響により、予告無くイベント内容が変更、中止となる場合がございます。 

予めご了承下さい。 

・プレゼント・ファンレターを本人に手渡しすることはご遠慮ください。事前にスタッフにお渡し下さい。 

運営の妨げとなる行為をされますと会場より退場して頂く場合がございます。 

 

≪対象法人：SHIBUYA TSUTAYA参加方法・注意事項について≫ 

＜参加方法＞ 

イベント当日 12：00より、SHIBUYA TSUTAYA 2F特設スペースにて､5月 2日発売｢BJ｣(初回限定盤 A/初回限定盤 B/アニメ盤/通常盤)の 4形態の

うち、いずれかを全額前金でご予約頂いたお客様に､先着で「イベント参加券」をプレゼント致します｡ 

※「イベント参加券」をお持ちの方は 13:45 に 2F エレベーター横にご集合下さい。（詳細は「イベント参加券」をご確認下さい。） 

※指定場所や指定時間以外及び TSUTAYA ONLINE でのご予約は「イベント参加券」配布対象外です。 

※イベント参加のお客様のご予約はお電話等ではお受けできません。 

※「イベント参加券」をお持ちの方は､特典お渡し会にご参加頂けます｡ 

※ご予約は全額前金（現金のみ）でのお支払いとなります。また T ポイント及び各種割引対象外となります。 

※対象商品は発売日前日の 5 月 1 日（火）に入荷いたします。（入荷時間は配送の関係で未定です） 

※ご予約商品の受け渡しは SHIBUYA TSUTAYA2 階カウンターとなります。または、1 会計に付き配送料 500 円にて配送も承ります。 

※配送の場合は入荷日以降、発送の準備が出来次第発送とさせていただきます。 

※商品発売時外付け特典がつく場合、イベント参加券付商品には特典付与対象外です。あらかじめご了承ください。 

 

＜注意事項＞ 

イベントへのご参加にあたり下記注意事項を必ずお守り頂きますようお願い致します。 

注意事項に反する行為やスタッフの指示に従って頂けない場合は、ご退場いただく場合もあります。また、イベント自体を中止することもありますの

で、ご注意下さい。 

※対象商品 1種をご予約いただく毎に、「イベント参加券」を 1枚差し上げます。 

※イベントは列が途切れ次第終了です。 

※「イベント参加券」１枚につき特典お渡し会に１回ご参加頂けます。 

※「イベント参加券」は規定枚数が無くなり次第終了と致します。 

※イベント対象商品は、返品をお断りしております。不良品は良品と交換いたします。 

※当イベントは「イベント参加券」をお持ちの方のみご参加頂けます。 

※裏面に店印のなきものは、無効となります。 

※イベント開始時刻、及びご整列のご案内時間を変更させて頂く場合がございます。 

※「イベント参加券」を複数枚お持ちのお客様は、１度目のお渡しが終了されましたら、列の最後尾にお並び頂きます。 

※紛失、盗難等による入場券の再発行は致しませんのでご注意下さい。 

※特典お渡し会において、アーティストへの直接のファンレターやプレゼントの手渡しは禁止とさせて頂きます。特典お渡し会に参加する前に、会

場に設置されたプレゼント BOXに、お客様ご自身でお入れ下さい。 



※会場内に録音・録画・複写に使用する機材及び酒類・危険物の持ち込みは固くお断りします。 

※会場内にロッカー・クロークはございません。手荷物は自己管理でお願いします。 

※会場内で係員の指示及び注意事項に従わない場合、入場をお断りすることがあります。 

※会場内で係員の指示及び注意事項に従わずに生じた事故については、主催者は一切責任を負いません。 

※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。 

※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ので予めご了承ください。 

※当日、事故・混乱防止のため、イベントでは様々な制限を設けさせて頂くことが御座います。 

※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、固くお断り致します。 

※やむを得ない都合により予告無く、イベントの内容等の変更・またイベント自体の中止をさせて頂く場合がございますので予めご了承ください。 

※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。また、イベント自体を中止することも御座います。 

※ご予約商品の保管期間は、発売日より 2 週間です。それ以降は自動的にキャンセルになりますので、保管期間内に必ず商品のお引き取りをお

願いいたします。キャンセルの場合返金も致しかねますのでご了承下さい。 

※配送の場合、長期不在や住所不明、不在受取の連絡が取れないなど、商品の引取をして頂けない場合は対象商品を処分させて頂くことがござ

います。その場合、返金も致しかねますのでご了承ください。 

※店舗外階段でのお並びとなりますので、各自防寒対策をお願い致します。気分が悪くなられた際はスタッフまでお申し出ください。 

 

（問）SHIBUYA TSUTAYA 電話：03-5459-2000 

 

≪対象法人：TSUTAYA IKEBUKURO AK ビル店参加方法・注意事項について≫ 

＜参加方法＞ 

イベント当日 10：00 より、TSUTAYA IKEBUKURO AK ビル店にて､5 月 2 日発売｢BJ｣(初回限定盤 A/初回限定盤 B/アニメ盤/通常盤)の 4 形態のうち、

いずれかを全額前金でご予約頂いたお客様に､先着で「イベント参加券」をプレゼント致します｡ 

※「イベント参加券」をお持ちの方は 12:30 に 2F会場入り口前にご集合下さい。（詳細は「イベント参加券」をご確認下さい。） 

※指定場所や指定時間以外及び TSUTAYA ONLINE でのご予約は「イベント参加券」配布対象外です。 

※イベント参加のお客様のご予約はお電話等ではお受けできません。 

※「イベント参加券」をお持ちの方は､特典お渡し会にご参加頂けます｡ 

※ご予約は全額前金（現金のみ）でのお支払いとなります。また T ポイント及び各種割引対象外となります。 

※対象商品は発売日前日の 5 月 1 日（火）に入荷いたします。（入荷時間は配送の関係で未定です） 

※ご予約商品の受け渡しは TSUTAYA IKEBUKURO AK ビル店となります。商品受け取り期間は入荷日から 2 週間となりますので、 

 予めご了承ください。 

※配送の場合は入荷日以降、発送の準備が出来次第発送とさせていただきます。 

※配送は別途配送料を頂戴いたしますの予めご了承ください。 

※商品発売時外付け特典がつく場合、イベント参加券付商品には特典付与対象外です。あらかじめご了承ください。 

 

＜注意事項＞ 

イベントへのご参加にあたり下記注意事項を必ずお守り頂きますようお願い致します。 

注意事項に反する行為やスタッフの指示に従って頂けない場合は、ご退場いただく場合もあります。また、イベント自体を中止することもありますので、ご注意下



さい。 

※対象商品 1 種をご予約いただく毎に、「イベント参加券」を 1 枚差し上げます。 

※イベントは列が途切れ次第終了です。 

※「イベント参加券」１枚につき特典お渡し会に１回ご参加頂けます。 

※「イベント参加券」は規定枚数が無くなり次第終了と致します。 

※イベント対象商品は、返品をお断りしております。不良品は良品と交換いたします。 

※当イベントは「イベント参加券」をお持ちの方のみご参加頂けます。 

※裏面に店印のなきものは、無効となります。 

※イベント開始時刻、及びご整列のご案内時間を変更させて頂く場合がございます。 

※「イベント参加券」を複数枚お持ちのお客様は、１度目のお渡しが終了されましたら、列の最後尾にお並び頂きます。 

※紛失、盗難等による入場券の再発行は致しませんのでご注意下さい。 

※特典お渡し会において、アーティストへの直接のファンレターやプレゼントの手渡しは禁止とさせて頂きます。特典お渡し会に参加する前に、会場に設置され

たプレゼント BOX に、お客様ご自身でお入れ下さい。 

※会場内に録音・録画・複写に使用する機材及び酒類・危険物の持ち込みは固くお断りします。 

※貴重品の盗難、紛失等の被害における責任を、会場、主催、出演者等は一切負いません。 

 お客様ご自身で管理ください。また、会場内にコイン・ロッカーがございますのでこちらご利用くださいませ。 

※会場内で係員の指示及び注意事項に従わない場合、入場をお断りすることがあります。 

※会場内で係員の指示及び注意事項に従わずに生じた事故については、主催者は一切責任を負いません。 

※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。 

※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ので予めご了承ください。 

※当日、事故・混乱防止のため、イベントでは様々な制限を設けさせて頂くことが御座います。 

※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、固くお断り致します。 

※やむを得ない都合により予告無く、イベントの内容等の変更・またイベント自体の中止をさせて頂く場合がございますので予めご了承ください。 

※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。また、イベント自体を中止することも御座います。 

※ご予約商品の保管期間は、発売日より 2 週間です。それ以降は自動的にキャンセルになりますので、保管期間内に必ず商品のお引き取りをお願いいたし

ます。キャンセルの場合返金も致しかねますのでご了承下さい。 

※配送の場合、長期不在や住所不明、不在受取の連絡が取れないなど、商品の引取をして頂けない場合は対象商品を処分させて頂くことがございます。

その場合、返金も致しかねますのでご了承ください。 

※店舗外階段でのお並びとなりますので、各自防寒対策をお願い致します。気分が悪くなられた際はスタッフまでお申し出ください。 

 

（問）TSUTAYA IKEBUKURO AK ビル店 電話：03-6384-4650 

 

≪対象法人：タワーレコード川崎店の参加方法・注意事項について≫ 

■参加方法 

タワーレコード川崎店にて、5 月 2日発売｢BJ｣(初回限定盤 A/初回限定盤 B/アニメ盤/通常盤)のいずれかを全額前金でイベント当日 12:00 よりご予約頂

いたお客様に、先着で「特典お渡し会参加券」を配布いたします。 

・対象商品 1 枚ご予約ごとに「特典会参加券」を 1 枚差し上げます。複数枚ご購入の場合はご購入枚数に応じて差上げます。１度目のお渡しが終了されま



したら、列の最後尾にお並び頂きます。 

・会場内の観覧スペースには限りがございますので、お客様が殺到した際には入場制限をかけさせていただく場合がございます。 

・「特典お渡し会参加券」は定数に達しましたら配布終了となります。 

・配送費は、予約の度に頂戴いたします。 

 

■注意事項・会場内での録音・録画・写真撮影は禁止となります。 

・特典お渡し会参加券の配布は定員に達し次第終了いたします。終了後にご予約(ご購入)いただいてもお付けできません。 

・特典お渡し会参加券はいかなる場合も再発行はいたしません。 

・小学生以上のお客様から「特典お渡し会参加券」が必要となります。また小学生未満のお客様がイベントにご参加をご希望の場合、保護者（大人の方に

限ります）の方 1 名同伴でのご参加となり「特典お渡し会参加券」が必要となります。 

・「特典お渡し会参加券」の譲渡・転売・複製は禁止させていただきます。 

・「特典お渡し会参加券」はイベント当日のみ有効となります。また会場時間の都合により途中で特典会を終了する場合もあります。予めご了承下さい。 

・対象商品の返品・返金はお断りさせていただきます。不良品は良品との交換とさせていただきます。 

・飲酒してのイベント参加はお断り申し上げます。 

・会場内への飲食物の持ち込みはご遠慮ください。 

・イベント中はいかなる機材においても撮影・録音は禁止させていただきます。 

・会場周辺での徹夜などの近隣住民・店舗のご迷惑となる行為は禁止させていただきます。 

・他のお客様のご迷惑となる行為、また他のお客様に怪我をさせてしまう可能性のある危険な行為は禁止させていただきます。 

・イベント当日は係員の指示に必ず従ってください。係員の指示に従っていただけない場合、イベントへのご参加をお断りすることがございます。また係員の指示

に従わずに生じた事故に関しましては、弊店・主催者は一切責任を負いかねます。 

・諸事情によりイベントの内容に変更が出る場合や、イベント自体が中止になる場合がございます。 

 

【問い合わせ先】タワーレコード川崎店 044-245-9522 

 

≪対象法人：タワーレコード渋谷店の参加方法・注意事項について≫ 

■参加方法 

タワーレコード渋谷店にて、5 月 2日発売｢BJ｣(初回限定盤 A/初回限定盤 B/アニメ盤/通常盤)のいずれかを全額前金でイベント当日 15:00 よりご予約頂

いたお客様に、先着で「特典お渡し会参加券」を配布いたします。 

・対象商品 1 枚ご予約ごとに「特典会参加券」を 1 枚差し上げます。複数枚ご購入の場合はご購入枚数に応じて差上げます。１度目のお渡しが終了されま

したら、列の最後尾にお並び頂きます。 

・会場内の観覧スペースには限りがございますので、お客様が殺到した際には入場制限をかけさせていただく場合がございます。 

・「特典お渡し会参加券」は定数に達しましたら配布終了となります。 

 

＜ご予約・お受け取りに関しまして＞ 

※お支払いは現金・クレジットカードのみになります。（電子マネー、商品券等はご利用いただけません。またポイントカードもご利用いただけませんので予めご了

承ください。） 

※またご予約後のキャンセル、返金は承れませんので予めご了承ください。 

※商品のお受け取りは渋谷店店頭のみとなります。配送等は承っておりません。 



※ご予約の際にお渡しするご予約票(お客様控)は、商品を店頭にてお受け取りの際に必要となります。大切にお持ちください。 

※ご予約後のキャンセル・返金及び予約商品仕様の変更は一切お受けできませんのでご了承ください。 

※商品のお取り置き期間終了を持って予約はキャンセルとみなし、商品のお渡しはできなくなります。 

 

■注意事項 

・会場内での録音・録画・写真撮影は禁止となります。 

・特典お渡し会参加券の配布は定員に達し次第終了いたします。終了後にご予約(ご購入)いただいてもお付けできません。 

・特典お渡し会参加券はいかなる場合も再発行はいたしません。 

・小学生以上のお客様から「特典お渡し会参加券」が必要となります。また小学生未満のお客様がイベントにご参加をご希望の場合、保護者（大人の方に

限ります）の方 1 名同伴でのご参加となり「特典お渡し会参加券」が必要となります。 

・「特典お渡し会参加券」の譲渡・転売・複製は禁止させていただきます。 

・「特典お渡し会参加券」はイベント当日のみ有効となります。また会場時間の都合により途中で特典会を終了する場合もあります。予めご了承下さい。 

・対象商品の返品・返金はお断りさせていただきます。不良品は良品との交換とさせていただきます。 

・飲酒してのイベント参加はお断り申し上げます。 

・会場内への飲食物の持ち込みはご遠慮ください。 

・イベント中はいかなる機材においても撮影・録音は禁止させていただきます。 

・会場周辺での徹夜などの近隣住民・店舗のご迷惑となる行為は禁止させていただきます。 

・他のお客様のご迷惑となる行為、また他のお客様に怪我をさせてしまう可能性のある危険な行為は禁止させていただきます。 

・イベント当日は係員の指示に必ず従ってください。係員の指示に従っていただけない場合、イベントへのご参加をお断りすることがございます。また係員の指示

に従わずに生じた事故に関しましては、弊店・主催者は一切責任を負いかねます。 

・諸事情によりイベントの内容に変更が出る場合や、イベント自体が中止になる場合がございます。 

 

【問い合わせ先】タワーレコード渋谷店 03-3496-3661 

 

【全イベント共通注意事項】 

・イベント参加券は紛失・盗難・破損など如何なる場合においても再発行致しません。 

・イベント対象商品をお求めいただいた際の払い戻しは一切行いませんので、予めご了承下さい。 

不良品の場合は良品交換とさせて頂きます。 

・イベント参加券の第三者への譲渡、委任は固く禁止させて頂きます。 

・イベント参加券はご本人様のみ有効となります。 

・会場周辺での深夜・早朝の泊まり込み、座り込み等は一切禁止です。 

・各イベント日程・会場共に入場の際、顔写真付きの「身分証明書」(免許証・学生証・パスポートなど)(taspo 不可)をご提示頂く場合がございます。ご提示

頂けない場合、入場をお断りすることがございます。ご了承下さい。 

・イベント運営にあたり、スタッフがご来場者様の肩や腕に触れて誘導する場合がございます。予めご了承下さい。 

・安全面・防犯面・警備強化の為、ご参加の際、手荷物置き場を設置させて頂く場合がございます。 

その際は、手荷物は所定の場所に預けて頂きご参加頂きます。 

・イベント会場内への危険物ならびに種類の持ち込みは一切禁止です。またご飲食も禁止です。万一、その様な事実・行為が 

発覚した際には、所轄警察への届出と共に、以降のイベントへの出入り禁止処置とさせて頂きます。 



・イベントの録音・録画等の行為は一切禁止とさせていただきます。 

・イベント会場内外で発生した事故・盗難等には主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。 

・イベント会場内にロッカー・クロークはございません。お手荷物・貴重品の管理は自己責任にてお願いいたします。 

・イベントの実施・運営に当たり、スタッフの指示に必ず従って下さい。指示に従っていただけない場合はイベント会場から強制的に 

退場頂きますので、予めご了承下さい。 

・トラブルやアーティストの都合・天候の影響により、予告無くイベント内容が変更、中止となる場合がございます。 

予めご了承下さい。 

・プレゼント・ファンレターを本人に手渡しすることはご遠慮ください。事前にスタッフにお渡し下さい。 

運営の妨げとなる行為をされますと会場より退場して頂く場合がございます。 


