工藤晴香 1st シングル「Under the Sun」
ネットサイン会 開催決定！！
【開催日時】
2021 年 6 月 29 日（火）19:00～予定
参加方法・その他詳細はこちら
https://www.corazon-store.com/event/2021/06-21/2325/

2021 年 7 月 2 日（金）19：00～予定
参加方法・その他詳細はこちら
https://www.corazon-store.com/event/2021/06-21/2342/

当日は工藤晴香がサインを書いている模様を配信致します。
Zoom 会が当たる抽選会を配信中に行います！

工藤晴香 1st シングル「Under the Sun」CD お渡し会開催決定！！
【開催日時】
7 月 6 日（火）18：00～
【会場】
SHIBUYA TSUTAYA 2 階特設会場
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 21－6
※イベントご参加のお客様は 2F 売場へお越しください。スタッフが会場をご案内いたします。
https://store-tsutaya.tsite.jp/storelocator/detail/2312.html
【対象商品】
工藤晴香 7 月 7 日発売 1st Single「Under the Sun」
初回限定盤（CDS+Blu-ray+100P 写真集/三方背 BOX 仕様）：CRCP-10464 ￥10,000（税抜価格 ￥9,091）
通常盤（CDS）：CRCP-10465 定価￥1,200（税抜価格￥1,091）

【内容】
工藤晴香本人よりお客様に、トレー経由にて 7/7 発売「Under the Sun」（初回生産限定盤又は通

常盤）をお渡しさせて頂きます。
※握手会の実施はございません。
※TSUTAYA オリジナル特典に関しては、参加券引き換え時にスタッフからお渡しとさせて頂きま
す。
【参加方法】
対象店舗にて、7/7 発売 工藤晴香「Under the Sun」（初回限定盤又は通常盤）をお買い上げのお
客様に先着で参加券をお渡し致します。参加券をお持ちのお客様は、工藤晴香 1st シングル
「Under the Sun」CD お渡し会へご参加頂けます。
【購入方法】
※下記のリンク先にある専用ページにて、期間内に対象商品をお買い上げのお客様が対象とな
ります。
※SHIBUYA TSUTAYA ヤフー店で販売している他の商品との同時購入は不可となります。
また、1 会計につき 1 点の購入でお願い致します。お会計を分けてご購入頂くことは可能です。1
会計で複数の購入があった場合は、事前のご連絡なしにキャンセルとさせて頂きます。
【購入期間】
・WEB 受付：6 月 21 日（月）20:00 ～ 7 月 4 日（日）23：59 まで
※但し商品が完売次第終了となります。
※参加券のお申込みは Yahoo!ショッピングのみでの受付となります。
※参加券の店頭での事前受付は実施いたしません。
※イベント参加券は数に限りがございます。販売予定枚数に達した場合は、受付期間内でも受付
を終了致します。
※お申し込み完了後のキャンセルはお受け致しかねますのでご注意願います。
※購入枠がある場合のみ、イベント当日に SHIBUYA TSUTAYA 2F 特設会場にて当日券を販売
致します。
【購入方法】
※Yahoo!ショッピング SHIBUYA TSUTAYA 店よりご購入下さい。決済完了したお客様に順次「ご
注文承諾通知メール」を送信致します。送信には決済完了から数日のお時間を頂戴致します。
※イベント当日、「ご注文承諾通知メール」の内容に従って、店頭にて参加券の引き換えをお願い
致します。
※ご注文承諾通知メールは「Yahoo!ショッピング SHIBUYA TSUTAYA 店」よりお送り致します。
※『@mail.yahoo.co.jp』のドメインの受信を有効にして下さい。
※ご注文承諾通知メールは、Yahoo!にご登録されているメールアドレスへお送り致します。ご注文

頂く前に、ご登録のメールアドレスが現在受信可能な状態であるかをご確認下さい。
※お客様の入力不備やドメイン指定不備などでメールがお手元に届かなかった場合、ご参加頂け
ないことがございます。
【申込専用ページ】
【イベント対象商品】Under the Sun 初回限定盤
https://store.shopping.yahoo.co.jp/shibuya-tsutaya-net/UndertheSun1.html
【イベント対象商品】Under the Sun 通常盤
https://store.shopping.yahoo.co.jp/shibuya-tsutaya-net/UndertheSun2.html
【WEB 受付に関するご注意事項】
※Yahoo!ショッピングでのお支払いは、クレジットカードと PayPay 残高払いをご選択頂けます。
※定員に達し次第、受付を終了させて頂きます。
※インターネット申し込みに関して、店舗へ直接のお問い合わせはご遠慮下さい。
※TSUTAYA ONLINE とは異なるサービスです。ご注意下さい。
※お申し込み後のキャンセルはお受けできません。イベントにご参加されなかった場合の返金も
できません。予めご了承下さい。
※ご注文承諾通知メールの転送・譲渡行為は固く禁じます。
【参加券引き換え時にお持ち頂くもの】
①ご注文承諾通知メール ②ご本人様確認書類（免許証・保険証など） の２点をお持ち下さい。
※イベント当日の 14 時より SHIBUYA TSUTAYA2F 外階段踊り場にて引き換えを行います。
※イベント開始直前での引き換えは、引き換えカウンターが大変混雑する可能性がございますの
で、出来るだけ早めの引き換えにご協力をお願い致します。
※整理番号はランダム配布となります。
※イベントに参加できなかったお客様の商品・特典は、SHIBUYA TSUTAYA 2F レジカウンターに
てイベント日より 2 週間お預かり致します。引き取りの際は 2F レジにてご注文内容の確認メール
をご提示下さい。
※取り置き期間終了をもってご予約キャンセルとなりますが、その場合もご返金は致しかねます。
あらかじめご了承下さい。
※また、イベントに参加できなかったお客様の商品・特典は、着払いでの発送も対応させて頂きま
すので、ご希望のお客様は、SHIBUYA TSUTAYA ヤフー店お問い合わせフォームまでご連絡くだ
さい。
★お問い合わせフォーム★ https://talk.shopping.yahoo.co.jp/contact/shibuya-tsutaya-net/
【参加券について】

※参加券は、1 枚で 1 名様のみ有効です。但し、参加券 1 枚で小学生以下のお子様 1 名までご
同伴頂けます。（参加券をお持ちの方 1 名様以外に小学生以下のお子様 2 名のご同伴を希望さ
れる場合は参加券が 2 枚必要になります。）
※イベント会場には、参加券を必ずお持ち下さい。参加券の紛失・お忘れには一切責任を負いま
せん。
※参加券の転売行為、コピー、偽造は固く禁止致します。
●その他、イベントの際は様々な制限や規定を設けさせて頂きます。以下【イベントご参加に際し
ての大切なお願い】および【イベント当日のご注意事項】をよくお読み頂き、ご協力頂ける場合の
みお申し込み下さい。
【イベントご参加に際しての大切なお願い】
■必ずマスク着用をお願いいたします。マスクが無い場合はイベントにご参加いただけません。
■感染リスクの高いご高齢の方・基礎疾患を抱えている方はご参加をお控えください。
■感染拡大している地域や国への訪問歴が 14 日以内にある方のご参加はできません。
■非接触体温計による検温を実施いたします。体温が規定を上回った場合はイベントへのご参加
をお控えいただきます。
■アルコール消毒液を用意いたしますので、手指の消毒をお願いいたします。
■スタッフの案内に従って、間隔を空けての整列にご協力ください。また、大声での会話や私語は
極力お控えください。
■ブース内では出演者とお客様の間に飛沫防止シートを設置いたします。
■出演者から商品をお渡しする際は、トレーにてお渡しさせて頂きます。
■プレゼントはお預かりすることができません。ご了承ください。
■新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言の発令や自治体による営業自粛要請、また
は会場及び周辺施設での感染者／クラスター発生などの様々な理由により、開催直前や当日な
どに急遽イベント開催が延期となったり、中止させていただく場合がございます。その他にも、天
候・災害・トラブル等のやむを得ない理由でも、延期や内容変更または中止の可能性があります
ことを予めご承知おきください。
【イベント当日のご注意事項】
■イベントご参加に際して
※非接触体温計による検温を実施いたします。既定の体温を上回った場合はイベントへのご参加
をお控えいただきます。また、発熱・咳・全身痛などの症状がみられる場合や、それら以外でも体
調が優れない場合はご参加をお控えください。
※危険物の持ち込みは固くお断りいたします。
※会場内にロッカーやクロークなどはございません。会場には必要最小限の手荷物でお越しくだ
さいますようご協力お願いいたします。

※プレゼントはお預かりすることができません。お持ち込みはお控えくださいますようご理解とご協
力をお願いいたします。
※待機スペースを含む店内及び会場では、お客様による撮影・録音・録画は一切禁止です。撮影
機器、録音・録画機器の持ち込みはご遠慮ください。
※会場内・外で発生した事故・盗難等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。
※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
は、特定のお客様のご参加をお断りすることがございます。
■イベント進行について
※イベントは、列が途切れ次第終了となります。集合時間に遅れて来られますと、イベントにご参
加いただけない場合がございます。
※進行の都合上、会場にて所定の集合時間を超えてお待ちいただく場合もございます。予めご了
承ください。
※イベント中及び終了後は、会場にて他のお客様の通行を妨げる行為はご遠慮ください。
※イベント当日は、スタッフの案内に従って行動してください。会場にて混乱が起きた場合イベント
を中止することがございます。
※待機列への横入り・ゴミ放置などの迷惑行為をスタッフが発見次第、そのお客様のイベントご参
加をお断りする場合がございます。
※イベントでは、スタッフが手袋を着用のうえお客様の肩や腕などに触れて誘導する場合があり
ます。この事をご了承いただける方のみイベントへご参加ください。
※当日の事故・混乱防止、および円滑な進行のため、イベントでは上記以外にも様々な制限を設
けさせて頂く場合がございます。ご協力をお願いいたします。
※イベントご参加の際は大声での会話や私語を極力お控えください。大変心苦しいお願いではご
ざいますが、飛沫拡散防止のため皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
■その他
※会場までの交通費・宿泊費等はお客様ご自身のご負担となります。万が一、イベントが延期や
中止になった場合でも条件は変わりません。
※イベント当日の内容に関するお問い合わせには一切お答えできません。
※会場周辺での深夜・早朝の泊り込み、座り込みや集会などは他のお客様のご迷惑となりますの
で、固く禁止させていただきます。
※ご注文の際に入力いただいた情報は、ご注文承諾メールのほか、万が一来場者や出演者の中
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で使用いた
します。
以上、お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

※お問合せ先
SHIBUYA TSUTAYA ヤフー店 「お問い合わせ」フォームをご利用ください
https://talk.shopping.yahoo.co.jp/contact/shibuya-tsutaya-net/

工藤晴香「Under the Sun」購入者対象プレゼント企画決定！
7 月 7 日発売工藤晴香ファースト・シングル「Under tｈｅ Sun」を下記の対象店舗でご購入の方を
対象に直筆サイン入り告知ポスターが当たるプレゼント企画を実施します！
当選されたお客様には「工藤晴香直筆宛名入りサイン告知ポスター」 をプレゼント致します。
＜実施内容＞：
期間中下記対象店舗にて「工藤晴香/Under the Sun」をご購入頂きましたお客様、1 枚につき 1 回
抽選にご参加頂けます。当選されたお客様には「工藤晴香直筆宛名入りサイン告知ポスター」を
お渡し致します。
＜対象商品＞
工藤晴香/Under the Sun
初回限定盤：（CDS+Blu-ray+100P 写真集/三方背 BOX 仕様）：CRCP-10464 ￥10,000（税抜価格
￥9,091）
通常盤：（CDS）：CRCP-10465 定価￥1,200（税抜価格￥1,091）
＜対象店舗＞
〇アニメイト
実施店：全国アニメイト(通販含む)
実施期間：2021 年 7 月 6 日(火)～7 月 14 日(水)の 9 日間
応募方法：実施期間内にご購入の方へシリアル番号入り応募用紙をお渡しいたします。
(通販でご購入の方にはシリアル番号のお渡し方法が異なりますので、通販内の商品ページを
ご確認ください)
応募期間
＜2021 年 7 月 6 日(火)～7 月 21 日(水)23:59＞内に「CLUB animate」内「イベント申込・アンケー
ト」の受付専用ページへご応募頂いた方の中から抽選で 4 名様が当選となります。
※告知ポスターにお名前を入れさせて頂き後日発送いたします。
〇ゲーマーズ
実施店舗：AKIHABARA ゲーマーズ本店
実施期間：＆抽選期間：2021 年 7 月 6 日(火)開店時～7 月 11 日(日)の 6 日間
景品お渡し期間：未定
景品発送の為、ご当選されたお客様へお名前、ご住所等をお伺いさせて頂きます。
後日、景品が届き次第、店舗から発送させて頂きます。

※告知ポスターにお名前を入れさせて頂き後日お渡しいたします。
開催概要：期間中、対象商品ご購入 1 枚ごとに 1 回豪華景品が当たる抽選会にご参加頂けます。
景品一覧：「工藤晴香さん直筆宛名入りサイン告知ポスター」
注意事項：
※数量限定のため、実施期間内でも景品はなくなり次第終了となります。お買い上げ頂いても抽
選にご参加頂けない場合もございます。
※開催店舗で内金予約して頂いている方も期間内の商品引き取り時に抽選会にご参加頂けます。
※状況により、抽選会への回数制限を設けさせて頂く場合がございます。
※抽選会にご参加頂けるのは、開催店舗で対象商品を購入した方に限ります。
※オークションでの転売を禁じます。発覚した場合は厳正なる対応をさせて頂きます。
※現段階では実施の方向で準備を行っておりますが、新型コロナウイルス感染症の状況を注視し
ながら対応を進めて参ります。今後の感染症拡大状況によっては、中止または延期、内容の変更
をさせて頂く可能性がございます。最新情報は、HP 及び SNS 等で発表させて頂きます。
〇とらのあな
実施店舗：とらのあな全店(一部店舗除く)・通信販売(ご予約者のみ)
配布期間：2021 年 7 月 6 日(火)～7 月 11 日(日)まで
応募期間：2021 年 7 月 6 日(火)～7 月 11 日(日)23:59 まで
※当選の発表は発送をもってかえさせて頂きます。
詳しくはとらのあなホームページをご確認ください。

https://news.toranoana.jp/171964 <https://news.toranoana.jp/171964>

工藤晴香「Under the Sun」購入者対象抽選会決定！
＜タワレコ秋葉原店 店頭抽選会＞
実施店舗： タワーレコード秋葉原店
実施期間： 2021 年 7 月 6 日(火)～7 月 14 日(水)
抽選発表期間：7/18(日) 15:00 発表

7/18(日)～7/25(日) の期間にタワーレコード秋葉原店に

お越しください。その際、ポスターに書く宛名を控えさせて頂きます。
実施内容： 実施期間中タワーレコード秋葉原店にて「工藤晴香/Under the Sun」をご購入頂きま
したお客様１枚につき 1 回抽選にご参加頂けます。
当選されたお客様には「工藤晴香直筆宛名入りサイン告知ポスター」 をお渡し致します（抽選発
表後、納品され次第店頭引き取り又は郵送対応）
＜対象商品＞
工藤晴香/Under the Sun
初回限定盤：（CDS+Blu-ray+100P 写真集/三方背 BOX 仕様）CRCP-10464 ￥10,000（税抜価格
￥9,091）

通常盤：（CDS）：CRCP-10465 ￥1,200（税抜価格￥1,091）

※告知ポスターにお名前を入れさせて頂き後日お渡しいたします。(下記注意事項をご覧ください)
＜注意事項＞
・抽選券が無くなり次第施策は終了となります。
・タワーレコード秋葉原店公式 Twitter にて当選番号の発表をします。
・別途タワーレコードオリジナル特典も差し上げます(数に限りがございますのでご了承ください)
・宛名入りサインポスターのお引き取りは当選されたタワーレコード秋葉原店のみとなります。抽
選発表後当選された方は来店して頂き宛名を控えさせて頂きます。
・宛名はフルネーム、ニックネームどちらでも可能です。文字数は 10 文字以内となります。
・ご用意までにお時間頂く可能性がございますのでご了承ください。
景品の用意がされ次第タワーレコード秋葉原店の方でご連絡させて頂きます。納品日に関する
お問い合わせにはお答えできませんので ご了承ください。

工藤晴香「Under the Sun」特別レシート施策決定！
＜特別レシート施策（購入）＞
タワーレコード梅田ＮＵ茶屋町店にて７/6(火)～７/12(月)までに、7 月 7 日発売、工藤晴香「Under the
Sun」初回限定盤（CRCP-10464）または通常盤（CRCP-10465）をご購入頂いた方へ複製サイン入り特
別レシートをお渡しします。
※期間中に対象商品をお取り寄せになった場合、後日購入時にレシートをお渡し致します。

