
2022 年 7 月 6 日発売 BiS NEW SG「Hey boy hey girl」 

発売記念 ミニライブ/特典会 ＆ ミニライブ配信 

 

7月 6日発売の 4th SG「Hey boy hey girl」発売を記念してミニライブ＆特典会を開催！

今回は当日来場が叶わないお客様のためにミニライブを生配信！タワーレコードオンライ

ン、渋谷店にて視聴用シリアルコード付き CDをご購入の方のみご視聴いただけます。下記

の詳細をよく読み、ご参加、ご購入をお願い致します。 

 

【ミニライブ/特典会】 

CD販売開始時間：11：00～予定 

日時：2022年 7月 10日（日）14：00～ 

会場：タワーレコード渋谷店 B1F 

内容：ミニライブ＆特典会 (ミニライブ配信あり※下記詳細記載あり) 

【BiS 券番号：329、330、331】 

※フリー観覧はございません。 

※ミニライブは先着で最大 140 名様限定の観覧を予定しております。 

※整理番号付き観覧券、整理番号付き入場予備券、特典会参加券には数に限りがあります。 

 

＜参加方法＞ 

イベント当日 11：00～、会場特設販売スペースにて、対象商品をご購入いただいた方に先着で

「整理番号付き観覧券」1 枚と、対象商品 1 枚ご購入につき「BiS 券」（特典会参加券）1 枚を配布

いたします。 

※「整理番号付き観覧券」は 1 会計につき 1 枚までのお渡しです。 

※「特典券」のお渡しはお一人様 1 会計につき「6 枚」までとさせていただきます。 

※「整理番号付き観覧券」には入場整理番号が記載しております。整理番号はランダムでの配布

となりますので予めご了承下さい。 

※ご入場は、イベント開始時間の 30 分前（予定）より、「整理番号付き観覧券」に記載されておりま

す番号順にご案内致します。「整理番号付き観覧券」には、集合場所・集合時間を記載してありま

すので必ずご確認ください。集合時間に集合場所にいらっしゃらない場合は最後尾からの入場と

なります。 

※「整理番号付き観覧券」がなくなり次第、「整理番号付き観覧予備券」をお配り致します。 

※「整理番号付き観覧予備券」は「整理番号付き観覧券」をお持ちのお客様が入場終了後、スペ

ースがあった場合のみのご案内となります。「整理番号付き観覧予備券」をお持ちの場合でも、会

場内の状況によってはご入場いただけない可能性がございます。予めご了承ください。 

※「整理番号付き観覧予備券」は番号順にお渡しいたします。 

※「整理番号付き観覧券」「整理番号付き観覧予備券」が終了した場合でも、「特典券」をお持ちの



方は終演後の特典会にご参加いただけます。 

※お支払い方法は現金・クレジットカード(一括支払いのみ)です。各種クーポン/電子マネー/ポイ

ントカードはご利用いただけません。 

※ご希望の方にはオンライン配信の「視聴シリアルコード」も対象商品１枚ご購入につき１枚お渡

しいたします。（販売期間：7 月 10 日閉店時まで） 

その際、「整理番号付き観覧券」「BiS 券」（特典会参加券）はお渡しできませんのでご了承ください。

アーカイブは 7 月 10 日 23：59 まで視聴可能です。 

※特典会参加対象のインストアイベント、ライブなどで購入・予約の場合、購入特典は対象外とな

ります。 

 

【対象商品】 

4th シングル「Hey boy hey girl」 

2022 年 7 月 6 日（水）発売 / CRCP-10478 / ¥1,100（tax in） 

 

【特典会内容】チェキ会 

BiS 券 3 枚→メンバー個別チェキ会へ参加頂けます。 

BiS 券 6 枚→メンバー全員とのチェキ会へご参加いただけます。 

※BiS 券の枚数によって、特典が異なりますのでご注意下さい。 

※ミニライブ終了後、メンバー全員とのチェキ会→個別チェキの順番で進行します。 

※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。 

 

【新型コロナウイルス関連注意事項】 

※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。イべ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既に整理券・BiS 券をお持ちの場合でも、ご参加を

お断りいたします。 

※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いたしま

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いたします。 

※飛沫予防のため、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。イベン

ト時に声を出して応援する行為（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。ライブ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。なお、当イ

ベントが中止となった場合でも、ご返品・ご返金の対応は致しかねますので、事前にご了承くださ

い。 

 

■ 禁止事項 

※ミニライブでの録画・録音行為、特典会での撮影、録画・録音行為は固く禁止しております。 

※特典会時にチェキ撮影に時間がかかる行為。 

※特典会時に飛沫防止用パーテーションを超えての会話。 

※マスクを取る行為。 

※チェキをお客様が撮る行為。 

※メンバーに触れる行為。 

※プレゼントを渡す行為。(感染予防対策の為、リリースイベント時のプレゼントはお断りしておりま

す。) 

※お客様のカバンなどのお手荷物は特典券を回収する前に指定された場所へ置いていただくか、

お持ちになった状態でご参加下さい。 

※BiS 券をお持ちの方で、何度も同じメンバーとの特典会をループする行為。 

※その他、現場スタッフによる感染予防対策上、問題があるとみなされる行為。 

※施設内や会場での荷物置き等による場所取り行為や座り込み行為。 

※観覧エリア以外でのエリアの観覧は新型コロナウイルス対策のためお断りさせていただきます。 

※お客様同士の距離を空けてご観覧頂くため立ち位置、座席指定のマーキングがございます。指

定の位置にてご観覧頂き、移動等はおやめください 

 

■ 注意事項 

※精算後の商品の払い戻し、変更等一切行いません。 

※即売会場での購入分は参加券が特典となり店頭特典は付与対象外となります。 

※ご購入頂きました商品は、いかなる理由でも返品は一切お受けできません。商品不備等の場

合は、確認後良品と交換させていただきます。 

※配送の際のケース割れは新ケースと交換となります。 

※特典会終了後に、BiS 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。 

※「整理番号付き観覧券」、BiS 券の紛失、盗難等による再発行は致しませんので御了承下さい。

また配布会場でのみ有効となります。 

※徹夜で会場に溜まるなどの行為は、近隣住民の方の迷惑となりますのでおやめください。徹夜

行為を見つけた場合は、イベントを中止させて頂く場合がございます。 



※会場内、会場付近などで通路での座りこみや荷物の放置など、他のお客様のご迷惑になるよう

な行為は一切ご遠慮ください。 

※当日の交通費・宿泊費等はお客様負担となります。 

※都合によりイベントの内容変更や中止がある場合がございます。予めご了承ください。 

※会場の設備故障や天災、交通ストライキなど不可抗力の事由により、イベント不可能と判断さ

れた場合は、イベントを中止致します。（途中中止も含む） 

※お集まり頂いた皆様にイベントを楽しんで頂くため、イベント開始直前に小さなお子様や体の不

自由な方などを最前列等見やすい場所に、誘導させて頂く場合がございます。ご了承下さい。 

 

＜オンラインでのイベント視聴方法＞ 

タワーレコードオンラインにて、対象商品を期間内にご購入された方に、イベント視聴のシリアルコ

ードをご案内いたします。ご購入いただくと自動で対象となり、別途応募等の手続きは必要ありま

せん。 

 

■シリアルコード＆視聴用 URL の確認 

タワーレコードメンバーズのマイページにて、配信視聴の URL とシリアルコード(購入完了画面と

同一)をご案内させていただきます。メールでのご案内はございませんので、お客様自身でマイペ

ージをご確認いただきますようお願いいたします。 

※シリアルコードが表示されない場合は、お手数ですがタワーレコードカスタマーサービスまでご

連絡ください。 

 

※ご注文の際に“タワーレコードメンバーズ”のご登録が必要となります。 

※本イベントの配信はパソコン、スマホ、タブレットにて閲覧可能です。下記推奨環境をご確認くだ

さい。 

※アーカイブは 7 月 10 日 23：59 まで視聴可能です。 

※視聴時は電子チケットサービス teket(テケト)への登録が必要になります。 

※ライブ視聴権付商品をご購入のお客様は、タワーレコードオリジナル特典のメンバーソロ B2 ポ

スター(ランダム 4 種より 1 種)の付与はございません。 

 

【販売期間】 

2022 年 6 月 8 日(水) 20:00～7 月 8 日(金)正午 12:00 受注分まで 

 

【対象商品】 

2022 年 7 月 6 日（水）発売 

4th シングル「Hey boy hey girl」＜ライブ視聴権付＞ CRCP-10478 / ¥1,100（tax in） 

特設ページ：https://tower.jp/article/feature_item/2022/06/08/0701 



 

【予約時の注意事項】 

※上記期間中、対象商品をご注文頂き、クレジットカードの決済が取れた方が対象となります。 

※上記対象商品以外からのご予約、タワーレコード店舗での取り置き/取り寄せ/予約サービス

(ネット de カクホ)は対象外となります。 

※決済方法：クレジットカードのみ 

※クーポン：利用不可 

※他の商品との同時購入：不可 

※配送先：宅配のみ 

※クレジットカードの決済がエラーとなった場合は、ご注文をキャンセルさせて頂きますのでご了

承下さい。 

※既にタワーレコードオンラインでご予約いただいた方で、イベント視聴ご希望の方は【ライブ視聴

権付】カート商品の改めてのご予約をお願いします。 

※ご予約確定後、商品のキャンセルは出来かねます。 

※海外転送サービスを通じてご購入頂いた場合は、視聴権が対象外となりますので、お気を付け

ください。(This event can be viewed from within Japan area only.) 

 

 

▼注意事項：配信・視聴に関して 

・視聴用シリアルコード 1 件につき、1 台の視聴デバイスからのみ視聴が可能になります。 

・配信イベント中は、いかなる機材においても録音・録画・撮影(スクリーンショット含む)は禁止とさ

せて頂きます。 

・配信の URL を共有、SNS へ投稿をしてもご本人の teket(テケト)アカウント以外では閲覧頂けま

せん。 

・視聴に関わるインターネット通信費用はお客様のご負担となります。 

・インターネット回線やシステム上のトラブルにより、配信映像や音声の乱れ、イベントの一時中

断・途中終了の可能性がございます。 

※視聴には大量のデータ通信が必要となりますので、携帯電話やモバイル Wi-Fi のデータ通信で

本サービスをご利用される場合は、ご使用のプランをよくお確かめの上でご視聴ください。 

※圏外や電波が弱い場所ではないか、パケット残容量はあるかを必ず事前に確認してください。 

※お客様の視聴環境に伴う閲覧の不具合に関しては、返金や再配信などは対応できかねますの

で、ご了承ください。 

・イベント会場では新型コロナウィルス感染症対策をしっかりと行い開催に臨みますが、今後の感

染症拡大状況によっては、イベント内容の変更または公演を中止させていただく可能性がありま

す。配信中止による対象商品の返品・返金はお受けしておりませんので、ご了承ください。 

  



▼動画視聴における推奨環境 

［スマートフォン、タブレット］ 

iOS 11.0 以降(Safari 最新バージョン) 

Android OS 5.0 以降(Google Chrome 最新バージョン) 

［パソコン］ 

Windows 10 以上・MacOS 10.9 以上(最新バージョンの Google Chrome、Safari、MS Edge、Firefox)

上記いずれかを視聴の際に必ずご用意ください。 

※視聴環境について、ご利用のインターネット回線状況に大変影響を受けます。出来る限りご利

用回線の負荷を少なくした状態でご視聴ください。 

※動画視聴には高速で安定したインターネット回線が必要です。圏外や電波が弱い場所ではない

か、パケット残容量はあるかを必ず事前に確認してください。 

  

【視聴チケットに関するお問い合わせ】 

よくあるご質問はこちら 

https://help.teket.jp/hc/ja/categories/360001946672 

  

teket お客様サポート 

https://help.teket.jp/hc/ja/requests/new 

  

【個人情報取り扱いについて】 

ご購入者の個人情報は、teket のサービスを提供するホン株式会社とタワーレコード株式会社に

て共同利用させていただきます。この個人情報は、下記の目的以外に利用することはありません。

また、当該個人情報は、利用目的達成後すみやかに再生不能な形式で廃棄または消去いたしま

す。 

  

1.利用目的 

商品購入に付帯する施策に関する情報提供のため 

  

2.共同して利用する個人情報の項目 

タワーレコードメンバーズ登録項目にあるメールアドレス・商品購入履歴のうち必要となる最小限

の範囲のもの 

  

3.管理責任者 

・ホン株式会社 

  

その他個人情報の取扱いは、ホン株式会社とタワーレコード株式会社のプライバシーステートメン



トを準用いたします。 

・ホン株式会社（https://teket.jp/privacy） 

・タワーレコード株式会社（http://tower.jp/information/privacy） 

 

【お問い合わせ先】 

タワーレコード渋谷店 

TEL: 03-3496-3661 

営業時間: 11:00AM – 22:00PM 


