BUZZ-ER. メジャーファーストアルバム『Lantana』リリースイベント
■実施日程＆会場
10 月 22 日(金) 19:00 （入場開始時間 18:40）
タワーレコード錦糸町パルコ店 店内イベントスペース [〒130-0022 東京都墨田区江東橋 4 丁
目 27 番 14 号 錦糸町パルコ 5F]

※「ミニライブ観覧入場券」は規定枚数に達し次第配布終了となります。「ミニライブ観覧
入場券」配布。終了後は「特典券」のみの配布になります。
※「ミニライブ観覧入場券」をお持ちの方が入場後、観覧エリアにゆとりがある場合はフリ
ー入場とさせていただきます。
■参加方法
イベント当日 18:00 より、タワーレコード錦糸町パルコ店 5F にて、対象商品をご予約の方
に特典券とミニライブ観覧入場券を番号ランダムでお渡しします。ミニライブ観覧入場券
は 1 名様１枚（最大各部 1 枚）、初回限定盤・通常盤に関わらず、ご予約金額 1,000 円（込）
につき、特典券 1 枚を付与いたします。
初回限定盤はお一人様につき 2 枚の予約ができます。
1 度の会計でご予約できる枚数は初回限定盤・通常盤合わせて 3 枚までとさせて頂きます。
上記「特典券」をお持ちの方は、ミニライブ終了後、下記内容で特典会にご参加頂けます。
特典券はイベント当日のみ有効となります。特典会の時間には限りがございます。時間内に
使用できる枚数をご考慮ください。
※定員に達し次第、特典券の配布は締め切らせていただきますので、ご了承下さい。
※入場は「ミニライブ観覧入場券」の番号順でのご案内となります。
※モバイルファンクラブの優先入場者をご案内した後に入場となります。
※荷物等をおいてのお連れの方の場所取りはお控え下さい。お連れの方とご一緒に入場さ
れる際は、後ろの番号の方に合わせてのご入場となります。
※集合時間にお集まり頂けなかった場合、ご入場頂けますが、最後尾からの御案内となりま
す。
※「ミニライブ観覧入場券」は紛失、盗難等いかなる場合も再発行致しません。
※「ミニライブ観覧入場券」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。
※「特典券」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。
※ご入場の際には整理番号順でのご案内となります。
※特典会の時間には限りがございます。時間内に使用できる枚数をご考慮ください。
※初回限定盤・通常盤に関わらず、ご購入金額￥1,000（税込）につき、特典券 1 枚を付与
いたします。

※定員に達し次第、特典券の配布は締め切らせていただきますので、ご了承下さい。
■対象商品
2021 年 11 月 10 日発売
「Lantana」 初回限定盤 CD+DVD (定価︓\5,000)
「Lantana」 通常盤 CD (定価︓￥3,000）
■CD 予約場所・予約開始時間及び入場開始時間
予約場所：タワーレコード錦糸町パルコ店
予約開始時間：18:00
入場開始時間：18:40
※お支払い方法は現金/クレジットカードのみとなります。その他の電子マネー、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。また各種ポイントカ
ード、駐車サービスは対象外です。
※店舗での受け取りはタワーレコード錦糸町パルコ店（03-6569-9381/11:00-20:00）となり
ますのでご注意ください。又は配送でのご対応も可能です。別途送料 810 円（税込）を頂
戴します。
※店舗でのお取り置きは発売日から、1 か月の 2021 年 12 月 8 日(水)までとなります。
※お取り置き期限終了後は、商品のお渡しはできません。その際、代金は返金致しかねます
ので、予めご了承ください。

■特典内容
特典券 1 枚：ノータッチ会 （メンバー全員でご参加者の皆様をお見送りします。
） ※ノー
タッチ会はお一人様 3 回まで

特典券 2 枚：一言ボイスメモ
特典券 3 枚：ツーショット写メ ポーズ指定あり。

特典券 4 枚：ツーショット写メ+じゃんけん（ご希望のメンバーとじゃんけんしお客様が勝
ったらツーショット
写メを撮影できます。 スタッフ撮影）ポーズ指定あり
特典券 5 枚：グループショット （スタッフ撮影） ※全員写メに関しては回数の制限はあり
ません。 ポーズは撮影前にお決めいただきますようご協力をお願い致いたします。
・終演後、個別特典会（ツーショット写メ・じゃんけん・一言ボイスメモ） → 全員写メ →
ノータッチ会の流れで特典会を行います。※初回限定盤・通常盤の種類は問いません。
※当日順序が変更になる場合もございますので、予めご了承いただけますと幸いです。
※初回限定盤・通常盤の種類は問いません。
※撮影はビニールシート等で飛沫防止対策を行い、ソーシャルディスタンスを守って実施
いたします。飛沫防止のためのビニールシートに触れたり、それを避けて会話することはお
止めください。
※撮影の際、メンバーはマウスシールド着用させていただきます。予めご了承下さい。
■ご予約について
※ご予約の登録および受付は、当日イベント会場のみ有効です。
※ご予約の登録は、お客様のスマートフォン/ケータイ(一部機種を除く)からの対応となり
ます。
※ご予約の登録には、お客様の携帯電話番号・メールアドレスが必要となります。
※『towerrecords.co.jp』のドメインからメールが配信されますので、予め受信が出来るよう
に、ご自身
の端末の設定をご確認ください。
※ご予約登録の際は、イベント会場に告知されている QR コードをお客様のスマートフォ
ン/ケータイ(一部
機種を除く)から読み取ってください。表示された画面の「空メールを作成する」ボタンを
押して、差出人の
アドレスをご確認の上、そのまま空メールを送信してください。
※「予約登録のご案内」メールが届いたら、メール本文の URL を開いて予約登録画面へア
クセスしてください。
※ご希望の予約商品をお選びいただき、数量・特典・注意事項を確認しながらご予約内容を
入力して登録してください。
※ご予約商品は、タワーレコード渋谷店での受け取り、もしくは配送(別途、送料 810 円)の
いずれかをお選びいただけます。
※予約登録が完了すると決済用 OR コードが表示されます。この時点ではご予約は完了し
ていませんので、決済用 QR コードを会場のレジ窓口へご提示ください。

※ご予約内容を確認後、商品に応じた特典をお渡しします。決済確定後の変更・キャンセル
及び受取拒否は出来ません。
※ご予約商品お支払い後、「【※破棄厳禁】決済完了/受取方法のご案内」メールが届きます
ので、この時点で予約受付が完了します。店頭にてお受け取りの際や配送のお問い合わせの
際に必要となりますので、大切に保管してください。万が一、「【※破棄厳禁】決済完了/受
取方法のご案内」メールが届いてない場合は、必ずスタッフまでお尋ねください。
※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/ポイント
カードはご利用いただけません。
※スマートフォン/ケータイをお持ちでないお客様は、当日イベント会場のスタッフまでお
声掛けください。
■お受け取りについて
※店舗での商品お受け取りは、商品入荷日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ください。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 1 か月となります。
※お取り置き期限終了後は、商品のお渡しはできません。その際、代金は返金致しかねます
ので、予めご了承ください。
■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。
※過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ
の渡航並びに当該在住 者との濃厚接触がある方の入場は禁止とさせて頂きます。ご了承下
さい。
※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
は外さずにご参加下さい。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。
※使用済みのマスク及びゴミ類の一切はお持ち帰り下さいますようお願い致します。
※当日、お客様に非接触体温計での体温測定を実施させて頂きます。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。

※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と身分証（氏名が印字された証明書【免許証、保険証、学生
証、パスポート等】）を提示いただき、ご本人確認をさせていただきます。ご本人と確認で
きない場合はイベントに参加いただけない場合もございます。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。
※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。
※特典会の際はメンバーと特典会ご参加者との間にビニールシートを設置させて頂きます。
※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致します。声援・
コールも NG となります。
※原則として着座でのご観覧となります。ソーシャルディスタンス確保の為、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下さい。その場合は優先エリア内で立ち位置
を指定させていただきます。またライブ中の場所移動は出来ません。
※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
のでご了承下さい。その際は当日までにホームページ等でご案内させて頂きますので、あら
かじめご了承下さい。
■注意事項
※原則としてミニライブ観覧エリア外からの観覧は出来ません。
※会場へのイベントの内容に関するお問合せはご遠慮下さい。
※館内での座り込みや営業店舗への迷惑行為などは固く禁止いたします。
※会場はオープンスペースとなりますが、密集しての観覧はご遠慮いただきますようお願
いいたします。
※会場周辺での徹夜等の行為は、固くお断り致します。
※イベント対象商品をお求め頂いた際、返品は一切行いませんので予めご了承下さい。
※特典券は紛失／盗難／破損等、いかなる理由でも再発行は致しませんのでご注意下さい。
※特典券の転売を目的とした行為が発覚した場合は、その券は無効となります。
※特典券の転売行為、コピー、偽造は固く禁止致します。
※お１人様１枚、特典券が必要となります。
※時間には限りがございますので各特典毎の整列にご協力ください。
※状況に応じて特典の上限が設けられることがございます。会場でのスタッフのアナウン
スをご確認ください。
※列が途切れ次第イベントは終了となります。

※特典会への複数回参加が可能な場合に、2 回目以降は最後尾にお並びいただくようお願
いいたします。
※未就学児のお子様に付きましては、一緒にご入場できますが、お客様のエリア内に一緒に
いること、感染対策のルールに従って頂きますようお願い致します。走り回ったり、騒いだ
り等されている場合は退場をお願いする場合がございます。
※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。
その場合、ご購入のキャンセル等はお受けできません。予めご了承ください。
※イベント実施中の撮影／録音／録画は一切禁止とさせて頂きます。
※他のお客様、他のテナントのご迷惑になるようなコールアンドレスポンス・ミックス、ジ
ャンプ、通路へはみ出しての観覧は禁止とさせて頂きます。ご協力お願いいたします。
※止むを得ない都合により、急遽イベント内容変更や中止となる場合がございます。予めご
了承下さい。
※イベント中止や内容変更などございましたら、アーティスト公式のツイートにて、イベン
ト当日 10:00 以降にお知らせいたします。
※特典会の公平を目的としてスタッフがタイマーで確認致します。時間内に撮影、特典会を
終えて頂くようにお願い致します。
※1 度に複数の撮影で参加される際に、お声がけしても撮影されない場合は、特典を消化し
次の特典に移行したものとして対応させて頂きます。
※本イベントの安全な運営の為、主催者側がイベントに参加するにふさわしくないと判断
した場合、特定のお客様にご参加をお断りする場合がございます。予めご了承下さい。
※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。予め
ご了承いただけるお客様のみイベントへご参加ください。
※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をお願いいたします。
※安全面・防犯面・警備強化の為、特典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。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。
※当日会場では、スタッフからの指示にご理解とご協力をよろしくお願い致します。当日ス
タッフの指示に従って頂けない場合は、イベントの中止もしくはご退場を頂く場合がござ
います。予めご了承の上ご参加下さい。
※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。
※プレゼント・ファンレター等をメンバーに手渡しすることはご遠慮ください。ご希望の場
合は、スタッフにお預けください。
■お問い合わせ
日本クラウン（株）販売促進部 BUZZ-ER.係︓03-6432-5430 （平日 10:00-18:00）

