
◆家入レオ ニューシングル「未完成」リリース記念スペシャルフリーイベント 注意事項◆ 

【2020年 1月 30日(木) ＠池袋サンシャインシティ アルパ B1F噴水広場に関して】 

■フリーライブ優先エリア入場方法■ 

「優先エリア」への入場には、イベント当日に会場の CD販売ブースにて、対象 CDの内、いずれか 1枚をご購入頂いた方を対象に抽選を行い、当選した方に配布する「優先エリア入場整理

券」が必要になります。尚、対象 CD を複数枚ご購入頂いた場合でも、1 度の会計での参加出来る抽選は 1 回までとなります。また優先エリア入場整理券は小学生以上のお客様お 1 人

様 1枚必要になります。 

 

・「優先エリア入場整理券」は、抽選でのお渡しとなります。希望者多数の場合はハズレの可能性もございますのでご了承ください。また所定人数に達し次第抽選・配布は終了致しますので、

その後に対象 CD をご購入頂いても抽選・配布は出来ません。整理番号はランダムに記載されております。 

・「優先エリア入場整理券」はお１人様１枚の配布となります。 

・「優先エリア入場整理券」をお持ちのお客様には、当選時にお知らせする、あるいは整理券に記載される集合時間に指定場所へお集まり頂き、整理券記載の整理番号順にて「優先エリア」

へご入場頂きます。尚、集合時間へ遅れた場合は、次以降の整理番号のお客様に入場して頂きますので、予めご了承ください。 

・「優先エリア入場整理券」の転売、譲渡、売買は一切禁止と致します。また、紛失・盗難・破損された場合など、いかなる理由でも再発行致しません。 

・「優先エリア入場整理券」は小学生以上のお客様より必要となります。 

・優先エリアに入場の際は、お１人様１枚、「優先エリア入場整理券」が必要となります。未就学児のご当選者様は保護者様の同伴が必要となり、その場合保護者様も 1名様ご入場頂け

ます。 

 

■特典お渡し会参加方法■ 

・特典お渡し会では、ステージ上で本人より特典物を直接お渡しいたします。 

・イベント当日、会場の指定時間よりＣＤ販売ブースにて対象商品をご購入した方に「特典引換券」をお渡しします。この「特典引換券」は優先エリア等の入場券ではございません。 

・「特典引換券」を複数枚お持ちのお客様はホチキスにてまとめさせて頂き、本人より一度にまとめてプレゼント致します。 

・特典お渡し会では、特典物のお渡し前に、「特典引換券」をスタッフが回収いたします。 

・特典お渡し会にご参加頂く際は安全を考慮し、スタッフより指示があるまで、ご観覧頂いた場所から移動されないようにお願い致します。 

・当日イベント会場での CDの持込数には限りがございますので、無くなり次第販売終了となります。 

・「特典引換券」１枚につき、１名様対象(未就学児童含む)、イベント当日、1公演に限り有効です。 

・特典お渡し会では、安全面・防犯面・警備強化の為、ご参加の際は手荷物置き場を設置させて頂きます。手荷物は所定の場所に預けて頂き、ご参加頂きます様お願いします。 

・特典お渡し会ではお客様を誘導する際に、お客様の肩や腕などに触れて誘導する場合ございます。予めご了承ください。 



・特典お渡し会は列が途切れ次第、終了致します。終了後にお渡し会特典のご提供は出来ません。 

・お渡し会特典は十分な数をご用意させていただきますが、列が続いている場合でも、特典が無くなりしだい予告なく終了させていただく場合がございます。その場合、返金などの保証は致しか

ねますので予めご了承ください。 

・「特典引換券」は、いかなる理由でも再発行致しません。 

・特典お渡し会へ携帯電話をお手に持った状態や、胸ポケットに入れてのご参加を禁止とさせていただきます。 

 

■イベント当日の会場 CD販売について■ 

・イベント当日の AM10:00 より池袋サンシャインシティ アルパ B1F噴水広場 会場特設ブースにて対象 CDの販売を開始致します。ただし、販売 CDは無くなり次第終了となります。 

※当日の特設レジでは現金のみがご利用頂けます。 

※各種ポイントカード、金券、電子マネー、クーポン等はご利用いただけません。 

※ポイント付与・各種割引・駐車場サービスの対象外です。ご了承下さい。 

※対象 CD ご購入後の返金、および商品変更・返品は一切できません。不良品があった場合、良品と交換させていただきます。 

 

＜会場 CD購入特典＞ 

当日会場で対象 CD商品をお買い上げのお客様にはご購入時に先着でスタッフより 

家入レオ「未完成」カレンダー入りオリジナルポストカード(絵柄 G)をプレゼント致します。 

 

■注意事項(必ずお読みください)■ 

・ミニライブに関しましては、ご自由にご観覧いただけますが、【優先エリア入場整理】をお持ちでないお客様は、観覧エリア外からの観覧となります。またステージが見え辛い可能性もございます。

あらかじめご了承ください。 

・イベント当日は終日、会場内での座り込み、ならびにレジャーシートやカバン等を置いての場所取りはすべてのエリアで禁止とさせていただきます。発見次第、スタッフ及び警備により随時撤去

させていただきます。人がいる場合でも同様に、シート等は使用禁止といたします。尚、撤去した物、及び放置されている物に関して主催者・会場・出演者は一切の責任を負いません。予め

ご了承ください。皆様のご協力をお願いいたします。 

・定員を超える来場者があった場合は、安全面を考慮してやむを得ずイベント内容を変更する場合がございます。 

・「特典引換券」「優先エリア入場整理券」はいかなる場合(紛失、盗難、破損等含む)においても、再発行は致しませんのでご注意ください。 

・「特典引換券」「優先エリア入場整理券」の偽造・複製などの不正が発覚した場合、今後当社の全てのイベントへの参加をお断り致します。 

・「特典引換券」「優先エリア入場整理券」の転売、譲渡、売買は一切禁止と致します。 

・イベント当日の録音・録画、写真撮影は一切禁止とさせていただきます。会場でカメラ・携帯電話・スマートフォンを 

手に所持した状態、衣類のポケットやかばんの見える位置に入れてご参加されている場合、スタッフが撮影・録画・録音されていないかチェックさせていただく場合がございます。係員の指示に従



っていただけない場合は途中退場およびカメラ・携帯電話・スマートフォン等の没収、データの消去をさせていただく場合がございます。ご了承ください。 

・椅子や踏み台等を使用して、またお子様を肩車して等のご観覧は、他のお客様のご迷惑になるほか、危険ですので禁止とさせていただきます。 

・会場内で飛び跳ねたりする行為、周りのお客様のご迷惑になるようなグッズを使用しての応援など、 イベントの演出の妨げとなるような行為は禁止とさせていただきます。 

・会場へは危険物（刃物類、爆発物や人体を傷つける恐れのあるもの）の持ち込みを禁止します。 

・安全面・防犯面・警備強化の為、特典お渡し会にご参加の際は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、手荷物は所定の場所に預けて頂き、ご参加頂きます様お願い

します。 

・前日及び早朝、オープン前からの場所取りなどの行為は、他のテナント、お客様のご迷惑となりますので、ご遠慮いただきますよう、ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。 

・会場周辺での徹夜等の行為は、固くお断りしております。 

・会場は商業施設内となります。イベントに参加されないお客様も多数おられます。出待ち行為等ほかのお客様や営業店舗へのご迷惑にならないようご留意ください。 

・会場外でのアーティストの入待ち、出待ち等の待機行為は近隣の方へご迷惑となりますので、ご遠慮ください。また、イベント終了後は会場付近に留まらないようお願い致します。 

・イベントスペース周辺にロッカーやクロークはございません。手荷物の管理は自己責任にてお願いいたします。イベント会場で発生した事故・トラブル・盗難等に対して主催者・会場・出演者は

一切責任を負いません。 

・交通費・宿泊費等はお客様のご負担となります。またイベントの中止・延期の場合も、交通費・宿泊費などの補償はいたしません。 

・安全上、運営上の理由により、観覧スペースであっても場所のご移動をお願いする場合がございますので、その際はスタッフの指示に従って頂きますようお願いいたします。 

・通行の為の導線確保にご協力くださいますようお願いいたします。 

・本イベントに関する開催施設へのお問い合わせは、ご遠慮ください。 

・後方及び周囲の観覧エリアは見づらい場合がございます。何卒ご了承下さい。 

・天候やトラブル、アーティストの都合、警察への苦情などにより、やむをえず中止または、内容、開催場所が変更になる場合がございます。なお、イベント中止の場合も別日での振替はござい

ません。ご了承ください。 

・やむを得ずイベントが変更・中止・中断となった場合、それによるいかなる損害にも主催者、会場出演者は一切の責任を負いません。予めご了承ください。 

・当日会場では必ずスタッフの案内に従ってご観覧いただきますようお願いいたします。守られない場合は、イベントに参加できなくなるだけでなく、イベント自体が中止もしくはイベントへの参加

をお断りすることがございます。その際は、主催者・会場・出演者は一切の責任を負いません。 

・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。 

・イベント中はスタッフがお客様の肩や腕などに触れて誘導する場合がございます。 

・当日マスコミ・メディアなどの取材・撮影が入る場合がございます。また、お客様がうつり込む可能性がございます。撮影内容はTV・新聞・インターネット等に掲載される場合が ございますので、

あらかじめご了承ください。 

・イベントはお客様のご理解とご協力のもと、実施出来ております。注意事項をお守り頂くようお願いいたします。 

・特典お渡し会時を含め、イベントの際にプレゼント・ファンレター等を本人に直接手渡すことはできません。 



【2020年 2月 1日(土) ＠プライムツリー赤池 １Fプライムホール(屋内)に関して】 

■フリーライブ優先エリア入場方法■ 

・イベントは 13:00START と 16:00START の 2回公演です。イベントの観覧は無料ですが、優先観覧エリアへご入場頂くには、イベント当日に会場 CD特設即売ブースにて、上記対象

CD の内、いずれか 1枚をご購入いただいた方を対象に抽選を行ない、当選した方に配布する「優先エリア入場整理券」が必要です。優先観覧エリアは各回入れ替え制です。 

・「優先エリア入場整理券」は小学生以上のお客様お一人様 1枚必要です。未就学児の方は保護者様との同伴でご入場下さい。 

・「優先エリア入場整理券」は所定人数に達ししだい抽選・配布は終了致します。配布終了後に対象 CD をご購入頂いても抽選・配布は出来ません。抽選の為、整理番号はアトランダムの

配布です。 

・「優先エリア入場整理券」の抽選はお 1人様各回どちらかをお選びいただけます。 

・対象商品を 2枚以上ご購入いただいた場合でも「優先エリア入場整理券」の抽選は、お 1人様各回それぞれ 1回ずつとさせていただきます。尚、希望者多数の場合は各回ハズレの可能

性もございますのでご了承ください。「会場 CD販売」と「優先エリア入場整理券配布」の開始時間は都合により予告なく変更する場合があります。 

・「優先エリア入場整理券」をお持ちのお客様は、対象者にお知らせする時間に指定場所へお集まり頂き、整理券記載の整理番号順に入場していただきます。集合時間へ遅れた場合は、

最後尾にお並びいただく場合がございますのでご了承下さい。集合の指定場所は、当日「優先エリア入場整理券」をお持ちの方にご案内します。 

 

■特典お渡し会参加方法■ 

・イベント当日、会場の指定時間より CD販売ブースにて対象 CD を購入頂いた方にお渡しした「特典引換券」をお持ち方がご参加頂けます。 

・「特典引換券」１枚につき、１名様対象(未就学児童含む)、イベント当日、1公演に限り有効です。 

・特典お渡し会では、ステージ上で本人より特典物を直接お渡しいたします。 

・「特典引換券」を複数枚お持ちのお客様はホチキスにてまとめさせて頂き、本人より一度にまとめてプレゼント致します 

・お渡しする特典物のデザインは 1回目と 2回目で絵柄が異なります。 

・「特典引換券」は優先エリア等の入場券ではありません。 

・特典お渡し会にご参加頂く際は安全を考慮し、スタッフより指示があるまで、ご観覧頂いた場所から移動されないようにお願い致します。 

・特典お渡し会では、特典物のお渡し前に、「特典引換券」をスタッフが回収いたします。 

・特典お渡し会では、安全面・防犯面・警備強化の為、ご参加の際は手荷物置き場を設置させて頂きます。手荷物は所定の場所に預けて頂き、ご参加願います。 

・特典お渡し会ではお客様を誘導する際に、お客様の肩や腕などに触れて誘導する場合ございます。予めご了承ください。 

・お渡し会特典は十分な数をご用意させていただきますが、列が続いている場合でも、特典が無くなりしだい予告なく終了させていただく場合がございます。その場合、返金などの保証は致しか

ねますので予めご了承ください。 

・「特典引換券」は、いかなる理由でも再発行致しません。 

・特典お渡し会へ携帯電話をお手に持った状態や、胸ポケットに入れてのご参加を禁止とさせていただきます。 



■イベント当日の会場 CD販売について■ 

・イベント当日の 10:00 より プライムツリー赤池 １F プライムホール特設販売ブースにて開始致します。 

・販売する対象商品の数には限りがございます。規定数に達し次第、販売終了となりますので予めご了承下さい。 

 

＜会場 CD購入者特典＞ 

当日会場で対象 CD商品をお買い上げのお客様にはご購入時に先着でスタッフより、家入レオ「未完成」カレンダー入りオリジナルポストカード(絵柄 G)をプレゼント致します。 

 

【開店前待機列に関して】 

・開店前に CD販売列お並び頂く方は 1Ｆグランドゲート前へお並び下さい。 

・その他の入場口から直接 1F プライムホールにお越しいただいたお客様は「グランドゲート」からご入場いただいたお客様の後のご案内となります。 

・本棟駐車場にご駐車いただきますとグランドゲートには出られません。ご注意ください。 

 

【プライムシート（階段席）について】  

ステージ後方のプライムシート（階段席）は観覧フリースペースといたします。 どなたでもお座りになれますがお席には限りがございます。下記注意事項をご確認ください。 

・開店前に 1F グランドゲート前にお並びのお客様から先着順のご案内となります。満席の場合はご了承下さい。 

・お荷物、レジャーシートを敷いての場所取りやご観覧は禁止といたします。その場にいらっしゃらないお友達、ご家族の場所を確保するのは固くお断りいたします。 

・長時間荷物を置いたまま不在の場合や、ライブ直前にお戻りにならない場合は荷物を撤去させて頂く場合がございますので予めご了承下さい。 

・尚、プライムシートに限らず全館レジャーシートを敷いての場所取り、ご観覧時に敷く行為も禁止いたします。 

 

■注意事項(必ずお読みください)■ 

・【優先エリア入場整理】をお持ちでないお客様は、優先観覧エリア外からご観覧願います。ステージが見え辛い場所もあることをあらかじめご了承ください。 

・イベント当日は、終日、会場内での座り込み、ならびにレジャーシートやカバン等を置いての場所取りはすべてのエリアで禁止とさせていただきます。発見次第、スタッフ及び警備により随時撤

去させていただきます。人がいる場合でも同様に、シート等は使用禁止といたします。尚、撤去した物、及び放置されている物に関して主催者・会場・出演者は一切の責任を負いません。予

めご了承ください。皆様のご協力をお願いいたします。 

・定員を超える来場者があった場合は、安全面を考慮してやむを得ずイベント内容を変更する場合がございます。 

・「特典引換券」「優先エリア入場整理券」はいかなる場合(紛失、盗難、破損等含む)においても、再発行は致しません。大切に保管してください。 

・「特典引換券」「優先エリア入場整理券」の偽造・複製などの不正が発覚した場合、今後当社の全てのイベントへの参加をお断り致します。 

・「特典引換券」「優先エリア入場整理券」の転売、譲渡、売買は一切禁止と致します。 

・イベント当日の録音・録画、写真撮影は一切禁止とさせていただきます。会場でカメラ・携帯電話・スマートフォンを手に所持した状態、衣類のポケットやかばんの見える位置に入れてご参加



されている場合、スタッフが撮影・録画・録音されていないかチェックさせていただく場合がございます。係員の指示に従っていただけない場合は途中退場およびカメラ・携帯電話・スマートフォン

等の没収、データの消去をさせていただく場合がございます。ご了承ください。 

・椅子や踏み台等を使用して、またお子様を肩車して等のご観覧は、他のお客様のご迷惑になるほか、危険ですので禁止とさせていただきます。 

・会場内で飛び跳ねたりする行為、周りのお客様のご迷惑になるようなグッズを使用しての応援など、 イベントの演出の妨げとなるような行為は禁止とさせていただきます。 

・会場へは危険物（刃物類、爆発物や人体を傷つける恐れのあるもの）の持ち込みを禁止します。 

・安全面・防犯面・警備強化の為、特典お渡し会にご参加の際は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、手荷物は所定の場所に預けて頂き、ご参加頂きます様お願い

します。 

・前日及び早朝、オープン前からの場所取りなどの行為は、他のテナント、お客様のご迷惑となりますので、ご遠慮いただきますよう、ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。 

・会場周辺での徹夜等の行為は、固くお断りしております。 

・会場は商業施設内となります。イベントに参加されないお客様も多数おられます。出待ち行為等ほかのお客様や営業店舗へのご迷惑にならないようご留意ください。 

・会場外でのアーティストの入待ち、出待ち等の待機行為は近隣の方へご迷惑となりますので、ご遠慮ください。また、イベント終了後は会場付近に留まらないようお願い致します。 

・イベントスペース周辺にロッカーやクロークはございません。手荷物の管理は自己責任にてお願いいたします。イベント会場で発生した事故・トラブル・盗難等に対して主催者・会場・出演者は

一切責任を負いません。 

・交通費・宿泊費等はお客様のご負担となります。またイベントの中止・延期の場合も、交通費・宿泊費などの補償はいたしません。 

・安全上、運営上の理由により、観覧スペースであっても場所のご移動をお願いする場合がございますので、その際はスタッフの指示に従って頂きますようお願いいたします。 

・通行の為の導線確保にご協力くださいますようお願いいたします。 

・本イベントに関する開催施設へのお問い合わせは、ご遠慮ください。 

・天候やトラブル、アーティストの都合、警察への苦情などにより、やむをえず中止または、内容、開催場所が変更になる場合がございます。なお、イベント中止の場合も別日での振替はござい

ません。ご了承ください。 

・やむを得ずイベントが変更・中止・中断となった場合、それによるいかなる損害にも主催者、会場出演者は一切の責任を負いません。予めご了承ください。 

・当日会場では必ずスタッフの案内に従ってご観覧いただきますようお願いいたします。守られない場合は、イベントに参加できなくなるだけでなく、イベント自体が中止もしくはイベントへの参加

をお断りすることがございます。その際は、主催者・会場・出演者は一切の責任を負いません。 

・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。 

・アルコール類を飲まれての参加はお断りいたします。 

・イベント中はスタッフがお客様の肩や腕などに触れて誘導する場合がございます。 

・特典お渡し会時を含め、イベントの際にプレゼント・ファンレター等を本人に直接手渡すことはできません。会場内にプレゼント BOX をご用意いたしますので、こちらをご利用下さい。 

・イベントはお客様のご理解とご協力のもと、実施出来ております。注意事項をお守り頂くようお願いいたします。 

 



【2020年 2月 2日(日) ＠神戸ハーバーランド スペースシアターに関して】 

■フリーライブ優先エリア入場方法■ 

・イベントは 13:00START と 16:00START の 2回公演となります。イベントの観覧はフリーとなりますが、優先観覧エリアへご入場頂くには、イベント当日に会場 CD特設即売ブースにて、

上記対象 CDの内、いずれか 1枚をご購入いただいた方を対象に抽選を行ない、当選した方に配布する「優先エリア入場整理券」が必要になります。優先観覧エリアは各回入れ替え制とな

ります。 

・「優先エリア入場整理券」は小学生以上のお客様お一人様 1枚必要になります。未就学児の方は保護者様の同伴が必要となり、その場合保護者様も 1名様ご入場頂けます。 

・「優先エリア入場整理券」は抽選でのお渡しとなります。また所定人数に達ししだい抽選・配布は終了致しますので、その後に対象 CD をご購入頂いても抽選・配布は出来ません。整理番

号はアトランダムに記載されております。 

・「優先エリア入場整理券」の抽選はお 1人様各回どちらかをお選びいただけます。 

・2枚以上ご購入のお客様への「優先エリア入場整理券」の抽選はお 1人様各回それぞれ 1回ずつまでとさせていただきます。対象 CDは何枚ご購入いただいても「優先エリア入場整理券」

は各回お 1人様1枚の配布となります。希望者多数の場合は各回ハズレの可能性もございますのでご了承ください。「会場CD販売」と「優先エリア入場整理券配布」の開始時間は都合に

より予告なく変更する場合がございます。 

・「優先エリア入場整理券」をお持ちのお客様は、対象者にお知らせする時間に指定場所へお集まり頂き、整理券記載の整理番号順に入場していただきます。集合時間へ遅れた場合は、

最後尾にお並びいただく場合がございますのでご了承下さい。集合の指定場所は、当日「優先エリア入場整理券」をお持ちの方にご案内します。 

 

■特典お渡し会参加方法■ 

・特典お渡し会では、ステージ上で本人より特典物を直接お渡しいたします。 

・お渡しする特典物のデザインは 1回目と 2回目で絵柄が異なります。 

・イベント当日、会場の指定時間より CD販売ブースにて対象 CD を購入頂いた方に「特典引換券」をお渡しします。この「特典引換券」は優先エリア等の入場券ではございません。 

・「特典引換券」を複数枚お持ちのお客様はホチキスにてまとめさせて頂き、本人より一度にまとめてプレゼント致します。 

・特典お渡し会にご参加頂く際は安全を考慮し、スタッフより指示があるまで、ご観覧頂いた場所から移動されないようにお願い致します。 

・当日イベント会場で販売する対象 CDの数には限りがございますので、無くなり次第販売終了となります。 

・特典お渡し会では、特典物のお渡し前に、「特典引換券」をスタッフが回収いたします。 

・「特典引換券」１枚につき、１名様対象(未就学児童含む)、イベント当日、1公演に限り有効です。 

・特典お渡し会では、安全面・防犯面・警備強化の為、ご参加の際は手荷物置き場を設置させて頂きます。手荷物は所定の場所に預けて頂き、ご参加頂きます様お願いします。 

・特典お渡し会ではお客様を誘導する際に、お客様の肩や腕などに触れて誘導する場合ございます。予めご了承ください。 

・お渡し会特典は十分な数をご用意させていただきますが、列が続いている場合でも、特典が無くなりしだい予告なく終了させていただく場合がございます。その場合、返金などの保証は致しか

ねますので予めご了承ください。 



・「特典引換券」は、いかなる理由でも再発行致しません。 

・特典お渡し会へ携帯電話をお手に持った状態や、胸ポケットに入れてのご参加を禁止とさせていただきます。 

 

■イベント当日の会場 CD販売について■ 

・対象 CD商品は当日午前 10：00 より、神戸ハーバーランド スペースシアター 特設販売ブースにて販売致します。 

・販売する商品は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので予めご了承下さい。 

・お支払いは現金の他各種クレジットカード・金券・電子マネーの使用が可能です。  

・一部取扱できないクレジットカード・金券・電子マネーもございますのでご了承下さい。 

・その他のポイント付与・各種割引・駐車場サービス・レシート発行の対象外です。ご了承下さい。 

・ご購入後の返金、および商品変更・返品は一切できません。  

・商品の不良があった場合、返金ではなく良品との交換になります。 

・イベント運営中に、販売を終了とさせて頂く場合もございます。予めご了承ください。 

 

＜会場 CD購入者特典＞ 

当日会場で対象 CD商品をお買い上げのお客様にはご購入時に先着でスタッフより 

家入レオ「未完成」カレンダー入りオリジナルポストカード(絵柄 G)をプレゼント致します。 

 

■注意事項(必ずお読みください)■ 

・ミニライブに関しましては、ご自由にご観覧いただけますが、【優先エリア入場整理】をお持ちでないお客様は、観覧エリア外からの観覧となります。またステージが見え辛い可能性もございます。

あらかじめご了承ください。 

・イベント当日は終日、会場内での座り込み、ならびにレジャーシートやカバン等を置いての場所取りはすべてのエリアで禁止とさせていただきます。発見次第、スタッフ及び警備により随時撤去

させていただきます。人がいる場合でも同様に、シート等は使用禁止といたします。尚、撤去した物、及び放置されている物に関して主催者・会場・出演者は一切の責任を負いません。予め

ご了承ください。皆様のご協力をお願いいたします。 

・定員を超える来場者があった場合は、安全面を考慮してやむを得ずイベント内容を変更する場合がございます。 

・「特典引換券」「優先エリア入場整理券」はいかなる場合(紛失、盗難、破損等含む)においても、再発行は致しませんのでご注意ください。 

・「特典引換券」「優先エリア入場整理券」の偽造・複製などの不正が発覚した場合、今後当社の全てのイベントへの参加をお断り致します。 

・「特典引換券」「優先エリア入場整理券」の転売、譲渡、売買は一切禁止と致します。 

・イベント当日の録音・録画、写真撮影は一切禁止とさせていただきます。会場でカメラ・携帯電話・スマートフォンを手に所持した状態、衣類のポケットやかばんの見える位置に入れてご参加

されている場合、スタッフが撮影・録画・録音されていないかチェックさせていただく場合がございます。係員の指示に従っていただけない場合は途中退場およびカメラ・携帯電話・スマートフォン



等の没収、データの消去をさせていただく場合がございます。ご了承ください。 

・椅子や踏み台等を使用して、またお子様を肩車して等のご観覧は、他のお客様のご迷惑になるほか、危険ですので禁止とさせていただきます。 

・会場内で飛び跳ねたりする行為、周りのお客様のご迷惑になるようなグッズを使用しての応援など、 イベントの演出の妨げとなるような行為は禁止とさせていただきます。 

・会場へは危険物（刃物類、爆発物や人体を傷つける恐れのあるもの）の持ち込みを禁止します。 

・安全面・防犯面・警備強化の為、特典お渡し会にご参加の際は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、手荷物は所定の場所に預けて頂き、ご参加頂きます様お願い

します。 

・前日及び早朝、オープン前からの場所取りなどの行為は、他のテナント、お客様のご迷惑となりますので、ご遠慮いただきますよう、ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。 

・会場周辺での徹夜等の行為は、固くお断りしております。 

・会場は商業施設内となります。イベントに参加されないお客様も多数おられます。出待ち行為等ほかのお客様や営業店舗へのご迷惑にならないようご留意ください。 

・会場外でのアーティストの入待ち、出待ち等の待機行為は近隣の方へご迷惑となりますので、ご遠慮ください。また、イベント終了後は会場付近に留まらないようお願い致します。 

・イベントスペース周辺にロッカーやクロークはございません。手荷物の管理は自己責任にてお願いいたします。イベント会場で発生した事故・トラブル・盗難等に対して主催者・会場・出演者は

一切責任を負いません。 

・交通費・宿泊費等はお客様のご負担となります。またイベントの中止・延期の場合も、交通費・宿泊費などの補償はいたしません。 

・安全上、運営上の理由により、観覧スペースであっても場所のご移動をお願いする場合がございますので、その際はスタッフの指示に従って頂きますようお願いいたします。 

・通行の為の導線確保にご協力くださいますようお願いいたします。 

・本イベントに関する開催施設へのお問い合わせは、ご遠慮ください。 

・後方及び周囲の観覧エリアは見づらい場合がございます。何卒ご了承下さい。 

・天候やトラブル、アーティストの都合、警察への苦情などにより、やむをえず中止または、内容、開催場所が変更になる場合がございます。なお、イベント中止の場合も別日での振替はござい

ません。ご了承ください。 

・やむを得ずイベントが変更・中止・中断となった場合、それによるいかなる損害にも主催者、会場出演者は一切の責任を負いません。予めご了承ください。 

・当日会場では必ずスタッフの案内に従ってご観覧いただきますようお願いいたします。守られない場合は、イベントに参加できなくなるだけでなく、イベント自体が中止もしくはイベントへの参加

をお断りすることがございます。その際は、主催者・会場・出演者は一切の責任を負いません。 

・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。 

・イベント中はスタッフがお客様の肩や腕などに触れて誘導する場合がございます。 

・イベントはお客様のご理解とご協力のもと、実施出来ております。注意事項をお守り頂くようお願いいたします。 

・特典お渡し会時を含め、イベントの際にプレゼント・ファンレター等を本人に直接手渡すことはできません。 


