『CALL MY NAME』インストアイベントのご案内
12/6 発売『CALL MY NAME』(ATDE-2) を下記店舗にてご予約・ご購入頂いたお客様を対象に
イベントを実施いたします。

＜スケジュール＞
■2017/12/6( 水 )19:00

ブランドエックス

■2017/12/7( 木 )19:00

渋谷 ZEAL LINK

■2017/12/8( 金 )19:00

ライカエジソン東京店

■2017/12/24( 日 )14:00

littleHEARTS. 新宿店

■2018/1/13( 土 )19:00

littleHEARTS. 大阪店

■2018/1/21( 日 )16:00

タワーレコード新宿店

■2018/1/27( 土 )17:00

littleHEARTS. 名古屋店

※12/6〜12/8 の 3 日間のみ、イベントにご参加頂きました方を対象にスタンプラリーを実施いた
します。スタンプラリーの詳細に関しましては、文末の概要をご確認ください。
また、スタンプラリー対象日は、それぞれ会場ごとに異なるトークゲストをお迎えいたします。
ご期待ください。

＜イベント注意事項＞
〇イベント参加券は商品のご購入枚数分差し上げますが、枚数に限りがございますので予定数に
達し次第終了となります。
〇参加券の紛失の際の再発行は致しませんので、大切に保管してください。
〇諸事情により、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。
〇サイン会の際、メンバーサイン以外 ( イラスト・メッセージ等 ) にはご対応できませんので予め
ご了承ください。
〇イベントは列が途切れ次第終了させていただきます。
〇イベント会場のスペースの関係上、大きいお荷物は事前にコインロッカー等にお預けくださいま
すようお願いいたします。
〇会場により、安全面・警備強化の為、イベントへは手荷物を置いてご参加頂く場合がございます。
〇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。
貴重品は各自で管理してください。
〇イベント当日または直前にご予約の場合は、CD・参加券のご用意が出来ない場合があります。
参加ご希望の方は、早めにご予約をお願いします。

＜イベント詳細＞
【ブランドエックス】
■日程：2017/12/6( 水 )
■時間：START 19:00
■会場：ブランドエックス
■内容：トーク・握手・サイン会（色紙のみ）
■対象店舗・お問い合わせ：ブランドエックス (webmaster@brand-x.jp)
※スタンプラリー対象イベント
※トークゲストあり
※色紙は当日会場にて、イベント参加券 1 枚につき 1 枚お渡しいたします。なお、サインは会場にて
お渡しする色紙のみとさせていただきますので、予めご了承ください。
※上記イベント参加券の発券及び商品の予約受付は、11 月 22 日（水）AM11:30〜開始致します。
（当日の店舗営業時間にご注意下さい。11/22 は PM8:30 迄です）
※イベント開催日当日の受付は、AM11:30〜PM6:20 迄となりますので、ご注意下さい。但し、発券状況
により、イベントチケットのご用意が出来ない場合も御座います。お早目にご予約の上、チケットを入手願います。
※全額入金が必要な為、ネットでの来店予約は出来ません、ご来店の上、ご予約頂きます様お願い致します。
※各通信販売をご利用の方で、イベント参加をご希望される方は、代金引換、クレジットカード決済の
ご利用は出来ません。
※通信販売をご利用の方は、チケット送付代金（82 円）が別途必要になります。
※通信販売をご利用の方は、チケット送付にお時間が必要となる為、11/28 までにご予約、ご入金を必ず完了願います。
【渋谷 ZEAL LINK】
■日程：2017/12/7( 木 )
■時間：START 19:00
■会場：渋谷 ZEAL LINK
■内容：トーク・握手・CD サイン会
■対象店舗・お問い合わせ：渋谷 ZEAL LINK(03-5784-9666)
※スタンプラリー対象イベント
※トークゲストあり
＜イベントチケット予約発券について＞
〇ZEAL LINK にて商品のご予約の際にイベントチケットも予約出来ます。
〇イベントチケットのお渡しは商品引換え時になります。
〇整理番号はシャッフルとなりますのでご了承下さい。
〇一定期間経過後、状況に応じてシャッフルでの配布は終了させて頂きますので予めご了承ください。
〇徹夜行為は禁止となります。
〇イベントチケットは店頭予約・電話予約共に発売日から 1 週間迄のお取り置きとなります。発売日から一週
間以内にお受け取りください。
〇お電話にてご予約の際は必ず「受付番号」を発行いたします。商品お引き取り時必ず必要となりますので忘
れずにお持ちください。お忘れの場合、お引替えができない場合がございます。
＜通信販売にてイベント参加方法＞
〇発売直後のイベントのため通信販売はご利用頂けません。お電話でご予約の上、直接店頭にてご購入下さい。

【ライカエジソン東京店】
■日程：2017/12/8( 金 )
■時間：START 19:00
■会場：ライカエジソン東京店
■内容：トーク・握手・CD サイン会
■対象店舗・お問い合わせ：ライカエジソン東京店 (03-3369-3119)
※スタンプラリー対象イベント
※トークゲストあり
【littleHEARTS. 新宿店】
■日程：2017/12/24( 日 )
■時間：START 14:00
■会場：littleHEARTS. 新宿店
■内容：トーク・握手・CD サイン会
■対象店舗・お問い合わせ：littleHEARTS. 新宿店 (03-6380-0421)
〇イベント参加券の発券は発売日 12 月 6 日開店時より行います。
〇通信販売でご注文の方は必ず通信販売ご利用ガイドをご確認の上、ご注文をお願い致します。
【littleHEARTS. 大阪店】
■日程：2018/1/13( 土 )
■時間：START 19:00
■会場：littleHEARTS. 大阪店
■内容：トーク・握手・CD サイン会
■対象店舗・お問い合わせ：littleHEARTS. 大阪店 (06-4708-3090)
〇イベント参加券の発券は発売日 12 月 6 日開店時より行います。
〇通信販売でご注文の方は必ず通信販売ご利用ガイドをご確認の上、ご注文をお願い致します。
【タワーレコード新宿店】
■日程：2018/1/21( 日 )
■時間：START 16:00( 集合 15:45)
■会場：タワーレコード新宿店

7Fヴィジュアルコーナー

■内容：握手・会場限定特典 [ ポストカード ] へのサイン会
■対象店舗・お問い合わせ：タワーレコード新宿店 (03-5360-7811)
※対象商品のご予約はお電話とタワーレコードホームページ (http://tower.jp/) の店舗予約サービスでも承って
おります。
※本イベントのみ、タワーレコード新宿店イベント限定特典のポストカードをイベント参加券 1 枚につき 1 枚
お渡しいたします。
なお、サインはこの特典ポストカードのみとさせていただきますので、予めご了承下さい。

【littleHEARTS. 名古屋店】
■日程：2018/1/27( 土 )
■時間：START 17:00
■会場：littleHEARTS. 名古屋店
■内容トーク・握手・CD サイン会
■対象店舗・お問い合わせ：littleHEARTS. 名古屋店 (052-263-0023)
・イベント参加券の発券は発売日 12 月 6 日開店時より行います。
・通信販売でご注文の方は必ず通信販売ご利用ガイドをご確認の上、ご注文をお願い致します。

【スタンプラリー詳細】
※12/6〜12/8 の 3 日間のみ、イベントにご参加頂きました方を対象にスタンプラリーを実施いたします。スタンプを
3 個集めた方には特典を進呈いたしますので奮ってご参加ください。
また、スタンプラリー対象日は、それぞれ会場ごとに異なるトークゲストをお迎えいたします。ご期待ください。

＜特典内容＞
後日発表いたします。

＜概要・注意事項＞
〇参加ご希望者は 12/6（水）ブランドエックスのイベントスペースにてお配りするスタンプカードをお受け取りく
ださい。
〇入場時、もしくはイベント終了後にスタンプを押します。会場によりスタンプを押すタイミングが異なりますので
当日スタッフよりご案内いたします。
〇イベント終了後、一度会場の外に出てしまうとスタンプを押すことが出来ませんのでご注意ください。
〇お持ちの参加券の枚数に関わらず、1 イベントにつきスタンプ 1 個の押印となります。参加券の枚数に応じた押印
は行いませんのでご注意ください。
〇スタンプカードを既にお持ちの方はイベント時に必ずお持ちください。お忘れの場合、後付での対応はお受けでき
ません。
〇スタンプカードは記名式となりますので、配布時にご記名をお願いいたします。
〇スタンプカードはご本人様のみ有効となりますので、貸し借りや譲渡は禁止とさせて頂きます。不正行為が発覚した
場合は全て無効とさせていただきますのでご注意ください。またスタンプ押印時にご本人様確認のため身分証をご提示
いただくことがございます。
〇特典の受け渡しは 12/8( 金 ) 実施予定のライカエジソン東京店でのイベント終了後を予定しております。ただし、状況
により後日に振り替えになってしまう事もございます。あらかじめご了承ください。

AXESSORY「CALL MY NAME」特典のご案内
ご予約者優先で、2017/12/6 発売 AXESSORY 1st E.P.「CALL MY NAME」(ATDE-2) を下記店舗にてご購入頂いた
お客様に特典を差し上げます。
※一部お取り扱いのない店舗がございます。事前に各店舗へお問い合わせください。
※特典の数には限りがございます。事前に各店舗へお問い合わせください。
■TOWER RECORDS( 全店 / オンライン )
直筆サイン入り販促用ポスター
■ライカエジソン ( 東京 / 原宿 / 名古屋 / 大阪 )
アーティストフォト
■自主盤倶楽部
アーティストフォト
■ZEAL LINK( 渋谷 / 高田馬場 / 名古屋 / 大阪 )
アーティストフォト
■littleHEARTS.( 札幌 / 仙台 / 新宿 / 静岡 / 名古屋 / 大阪 / 高松 )
アーティストフォト
※オリジナル絵柄
■ﬁveStars
アーティストフォト
■スカルローズ
アーティストフォト
■ブランドエックス
アーティストフォト
■音楽処
アーティストフォト
■ピュアサウンド
アーティストフォト
■クロスキャット
アーティストフォト
※インストアイベント開催の店舗（会場）では、上記特典とイベント参加券の両方をお渡し致します。
※特典は数に限りがございます。なくなり次第の終了となりますので、お早めにご予約ください。

