
【セブンネットショッピング】購入者限定 

9/15 発売 純烈「君がそばにいるから」（E タイプ）発売記念メンバー個別 2 ショット撮影会︕ 

 

セブンネットショッピングで 9/15 発売 純烈「君がそばにいるから」E タイプを含む 2 枚セット商品を先着にて

ご購入頂いた方は、純烈メンバーとの【2 ショット撮影会】にご参加頂けます。 

 

【販売期間】 

2021 年 9 月 27 日（月）20︓00〜10 月 4 日（月）23︓59 まで 

※各部とも予定枚数に達し次第、販売は終了となります。 

 

■イベント実施日 

2021 年 10 月 30 日（土）12︓00~19︓30 

 

■イベント内容 

メンバー個別 2 ショット撮影会 

 

＜スケジュール＞ 

-------------- 

【1 部】12:00〜13:00 (受付時間︓11:45〜12:45) 

※私服 A（小田井・後上・酒井・白川） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋A タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【1 部】私服 A 酒井一圭） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋B タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【1 部】私服 A ⽩川裕⼆郎） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋C タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【1 部】私服 A 小田井涼平） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋D タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【1 部】私服 A 後上翔太） 

-------------- 

【2 部】13:15〜14:15 (受付時間︓13:00〜14:00) 

※私服 A（小田井・後上・酒井・白川） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋A タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【2 部】私服 A 酒井一圭） 



純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋B タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【2 部】私服 A ⽩川裕⼆郎） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋C タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【2 部】私服 A 小田井涼平） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋D タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【2 部】私服 A 後上翔太） 

-------------- 

【3 部】14:30〜15:30 (受付時間︓14:15〜15:15) 

※ステージ衣装 A（小田井・後上・酒井・白川） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋A タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【3 部】ステージ衣装 A 酒井一圭） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋B タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【3 部】ステージ衣装 A ⽩川裕⼆郎） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋C タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【3 部】ステージ衣装 A 小田井涼平） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋D タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【3 部】ステージ衣装 A 後上翔太） 

-------------- 

【4 部】15:45〜16:45 (受付時間︓15:30〜16:30) 

※ステージ衣装 A（小田井・後上・酒井・白川） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋A タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【4 部】ステージ衣装 A 酒井一圭） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋B タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【4 部】ステージ衣装 A ⽩川裕⼆郎） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋C タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【4 部】ステージ衣装 A 小田井涼平） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋D タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【4 部】ステージ衣装 A 後上翔太） 

-------------- 

【5 部】17:15〜18:15 (受付時間︓17:00〜18:00) 

※私服 B（小田井・後上・酒井・白川） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋A タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【5 部】私服 B 酒井一圭） 



純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋B タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【5 部】私服 B ⽩川裕⼆郎） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋C タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【5 部】私服 B 小田井涼平） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋D タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【5 部】私服 B 後上翔太） 

-------------- 

【6 部】18:30〜19:30 (受付時間︓18:15〜19:15) 

※私服 B（小田井・後上・酒井・白川） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋A タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【6 部】私服 B 酒井一圭） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋B タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【6 部】私服 B ⽩川裕⼆郎） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋C タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【6 部】私服 B 小田井涼平） 

純烈／君がそばにいるから（E タイプ＋D タイプ 2 枚セット）（セブンネット限定特典︓イベント参加券 

【6 部】私服 B 後上翔太） 

-------------- 

※撮影はお客様のカメラ（スマートフォン・デジタルカメラ・携帯電話）でスタッフが⾏います。 

※他撮影機器での動画、録⾳⾏為は固く禁じさせて頂きます。 

 

■会場 
リロの会議室池袋（旧 NATULUCK 池袋） 9F 

〒171-0022 東京都豊島区南池袋 2-41-19 アン令和ビル 

https://www.relo-kaigi.jp/thespace/room/ikebukuro/ 

＜交通アクセス＞ 

有楽町線「東池袋」駅 3 番出口より 徒歩約 0 分 
 

 

 

■参加条件 

セブンネットショッピング特設サイトにて純烈「君がそばにいるから」E タイプを含む 2 枚セットをご予約、ご購



入者先着 

 

●酒井一圭の 2 ショット撮影会参加券付き商品→「君がそばにいるから」E タイプ＋A タイプ 

CRCN-8420 純烈／君がそばにいるから（E タイプ）＋CRCN-8382 純烈／君がそばにいるから

（A タイプ／CD） 

2,454 円（税抜） 

 

●⽩川裕⼆郎 の 2 ショット撮影会参加券付き商品→「君がそばにいるから」E タイプ＋B タイプ 

CRCN-8420 純烈／君がそばにいるから（E タイプ）＋CRCN-8383 純烈／君がそばにいるから

（B タイプ／CD） 

2,454 円（税抜） 

 

●小田井涼平の 2 ショット撮影会参加券付き商品→「君がそばにいるから」E タイプ+C タイプ 

CRCN-8420 純烈／君がそばにいるから（E タイプ）＋CRCN-8410 純烈／君がそばにいるから

（C タイプ／CD） 

2,454 円（税抜） 

 

●後上翔太の 2 ショット撮影会参加券付き商品→「君がそばにいるから」E タイプ+D タイプ 

CRCN-8420 純烈／君がそばにいるから（E タイプ）＋CRCN-8411 純烈／君がそばにいるから

（D タイプ／CD） 

2,454 円（税抜） 

 

＜購入制限の設定＞  

１回のご購入は各メンバー各部１セットのみとさせて頂きます。  

同一メンバーの「部違い」「他メンバー」の商品は同時にご購入頂けます。  

複数回のご購入も可能となっておりますが、その場合、別会計でのお取り扱いとなりますのでご了承下さ

い。  

[ご購入パターン例]  

〇→⽩川裕⼆郎の【1 部】1 セット＆【2 部】1 セット＆酒井一圭の【1 部】1 セット  

✕→⽩川裕⼆郎の【1 部】2 セット 

 

【セブンネットショッピング】  

初めてご利⽤される方は、会員登録が必要なので、事前に会員登録（無料）をお薦め  



いたします。  

新規会員登録方法︓http://www.omni7.jp/general/static/help21/#c01  

新規会員登録ページ︓https://www.omni7.jp/account/login/?tpncd=10&sitecd=0001 

 
既に会員登録されているお客様は、会員 ID、パスワードをご準備下さい。  
 
セブンネットショッピング販売サイト（販売開始時間直前までは販売画面は表示されません。） 
URL︓https://7net.omni7.jp/general/005102/000000junretsuall#211030event 
 

セブンネットショッピングへのお問合せ︓http://www.omni7.jp/general/static/helpomnitop 

 

【注意事項】 

※イベント入場・受付時間は「2 ショット撮影会」参加券の番号ごとに異なります。商品と同封の「2 ショット

撮影会」参加券をご確認ください。各部イベント 終了時間【15 分前】に受付は終了とさせて頂きます 

※イベント会場への入場は参加される部の「2 ショット撮影会」参加券お持ちのお客様のみとなります。 

※ご指定の各部にご来場頂けなかった場合「繰越し」「メンバー変更」「払い戻し」には一切応じられません

ので､ご了承下さい｡ 

※「2 ショット撮影会」参加券 1 枚につき､事前にご購入頂いているメンバーとお客様所有のカメラ（携帯

電話、スマートフォン、デジタルカメラなど）によるお客様とメンバー1 名との 2 ショット写真撮影(静止画)と

なります。 

※ご購入頂いた撮影メンバー及び部の変更は出来ません。 

※中学生以下のお子様は参加券なしで一緒にご参加頂けます。 

※「2 ショット撮影会」参加券を複数枚お持ちのお客様は､一度にまとめての撮影にご協⼒下さい。 

※写真の撮り直しは原則出来ません。ただし､撮影画像に不備が認められた場合のみ撮り直しを致します

が､撮り直しの可否は会場運営スタッフによる判断とさせて頂きます｡ 

※動画での撮影や写真を撮影する前後の動きや⾳を一緒に保存出来る機能（iPhone の Live 

Photos など）のご使⽤はご遠慮下さい。 

※写真撮影の際、ポーズは基本的には自由ですが、一部指定できないポーズ・撮り方がございます。詳細

は会場でお知らせ致しますので、予めご了承下さい。また、事前にお知らせした指定できないポーズ・撮り

方ではない場合でも、スタッフが不適切と判断した場合はポーズ・撮り方の変更をお願い致します。 

※写真撮影は会場運営スタッフがお客様の撮影機材をお借りして撮影を⾏いますので、会場内でのお客

様ご自身での撮影は一切お断り致します。お客様同⼠での記念撮影等も会場の外で⾏って頂きますよう

お願い致します。 



※撮影後に携帯電話の故障や容量オーバー､その他の事情により写真画像のデータ保存ができなかった

場合､再撮影は出来ませんので､ご注意下さい｡ 

※「2 ショット撮影会」参加券の再発⾏は致しません。紛失等ご注意ください。 

※「2 ショット撮影会」参加券の譲渡及び転売⾏為は禁止させて頂きます。 

※イベント当日、取材等がある場合はカメラが入る可能性がございます。お客様が映りこむ可能性もござい

ますので、予めご了承下さい。 

※事故･混雑 防止の為､当日は様々な制限を設けさせて頂く事がございます。 

※体調不良 や､不測の事態によるメンバーの⽋席が発生する可能性がございますのでご了承下さい。万

が一、メンバーの⽋席が発生した場合でも「払い戻し」等には一切応じられませんので、ご了承下さい。 

※各種注意事項をお守り頂けない場合、「2 ショット撮影会」にご参加頂けなくなる可能性がございます。

運営スタッフの指⽰に従って頂くようご協⼒ください。 

※お客様の物品損失/事故などにつきましては､主催者側では一切責任を負いかねます。 

※イベント参加の為の､交通費･宿泊費･その他経費はお客様のご負担となります｡ 

 

 

【新型コロナウイルス感染対策について】 

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。 

 

■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

ください。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。 

■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。 

■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。 

■⾶沫予防の為、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。コールも NG となり

ます。 

■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ので、予めご了承ください。 

 

【問い合わせ 先】 



日本クラウン純烈イベント運営事務局 junretsu-info@crownrecord.co.jp 

※基本的に 24 時間以内（土日祝日前後のお問合せは除く）に返信をさせて頂きますが、事情により

遅れる事もございますので、ご了承下さい。 


