ゴスペラ-ズ
ファンクラブ抽選先行予約決定！
本紙に掲載の「ゴスペラーズ坂ツアー2017 “Soul Renaissance”」ファンクラブ抽選先行予約におきまして、お申し込みは、お電話(配送紙チケット)のみとなります。
電子チケットの受付はございませんので、予めご了承ください。
前回の先行予約より、電話エントリーの際に、ご当選時のお支払い（決済）方法を、「コンビニ入金（ローソン）」・「郵便振込」の2つから選択して頂く
システムに変更となりました。
また、今回の先行予約より、第1・第2・第3希望のＬコード入力はなくなり、電話エントリーの際に、プッシュボタンで第1・第2・第3希望を選択して頂きます。
詳しくは、下記「お申し込み注意事項」および、裏面の「抽選エントリー方法」をよくお読みのうえ、お申し込みください。

ゴスペラーズ坂ツアー2017 “Soul Renaissance”
日程

開場

開演

会場

枚数制限

公演に関するお問合せ

席種

2枚まで

1

4/22

土

16:45

17:30

千葉・松戸森のホール21

2

4/24

月

17:45

18:30

東京・オリンパスホール八王子

全席指定
ディスクガレージ

050-5533-0888

GIP

022-222-9999

サウンドクリエーター

06-6357-4400

ユニオン音楽事務所

082-247-6111

全席指定（※）

3

4/26

水

17:45

18:30

神奈川県民ホール 大ホール

4

4/29

土・祝

16:45

17:30

福島・南相馬市民文化会館 ゆめはっと

5

4/30

日

16:45

17:30

山形・南陽市文化会館

6

5/3

水･祝

16:45

17:30

なら100年会館 大ホール

7

5/4

木･祝

16:45

17:30

ロームシアター京都 メインホール

8

5/6

土

16:45

17:30

広島・上野学園ホール

9

5/7

日

16:45

17:30

兵庫・姫路市文化センター 大ホール

全席指定

10

5/13

土

16:45

17:30

三重・伊勢市観光文化会館

11

5/14

日

16:45

17:30

静岡市清水文化会館 マリナート 大ホール

12

5/18

木

17:45

18:30

埼玉・川口総合文化センター リリア（メインホール）

13

5/20

土

16:45

17:30

群馬・桐生市市民文化会館 シルクホール

14

5/21

日

16:45

17:30

茨城県立県民文化センター

15

5/27

土

16:45

17:30

石川・輪島市文化会館

16

5/28

日

16:45

17:30

富山・オーバード・ホール

全席指定（※）

4枚まで

全席指定

サウンドクリエーター

06-6357-4400
052-936-6041
0596-28-5105

全席指定（※）

ジェイルハウス
伊勢市観光文化会館
イーストン
エンボス
ディスクガレージ

050-5533-0888

桐生音協

0277-53-3133

ディスクガレージ

050-5533-0888

サウンドソニック

076-291-7800

全席指定

※4/26（水）神奈川公演・5/4(木・祝)京都公演・5/14(日)静岡公演におきましては、立見禁止席が当選する場合もございます。予めご了承ください。

■料金：￥6,500（税込）
■枚数制限： 1会員様、第1希望・第2希望・第3希望それぞれに1回ずつ、上記枚数制限までエントリー可能 （※同一公演に複数エントリー不可）。
■年齢制限： 就学児童はチケットが必要です。未就学児童は保護者1名につき1名のみ膝上鑑賞可能。
ただし、未就学児童も座席が必要な場合はチケット必要。

お申し込み注意事項 ※必ず全てをよく読んでからお申し込みください。
●今回の会報における抽選先行予約のお知らせは、2016年12月25日時点での会員の方を対象としたご案内です。
●今回の先行予約では、会員番号の不正を防ぐため、ファンクラブの会員番号下5桁とファンクラブに登録している郵便番号上3桁を会員番号とします。
例） （会員番号下5桁）01234＋（ファンクラブに登録している郵便番号上3桁）123＝（今回の会員番号）01234123
※この8桁の会員番号は当選後、チケット代金のお支払いの際にも必要となります。
●前回の先行予約より、電話エントリーの際に、当選時のお支払い（決済）方法を、「コンビニ入金（ローソン）」・「郵便振込」の２つから事前に選択して頂きます。
当選された際は、電話エントリー時に選択された方法でお支払いください。なお、お申し込み完了後に支払方法の変更は一切できませんので、ご注意ください。
●今回の先行予約より、第1・第2・第3希望のＬコード入力はなくなり、電話エントリーの際に、プッシュボタンで第1・第2・第3希望を選択して頂きます。
●この先行予約は、一般発売に先駆けて予約を受付するものであり、優先的に必ずチケットを確保できるというものではありません。すべて抽選で決めさせて頂きます。
また、1人でも多くの会員の方にいらして頂くために、通路を挟んで隣の席になる場合や、前後の席になる場合もございます。予めご了承ください。
●この先行予約でご購入されたチケットの不法転売を禁じます。不法転売が発覚したチケットは無効となり、当日ご入場をお断りさせて頂く場合もございます。
また、今後ファンクラブ先行予約に参加できなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●お申し込みの際は、必ずメモをご用意ください。
●本公演は、第1・第2・第3希望にそれぞれ1回ずつのお申し込みが有効となります。各希望にお申し込みをされた場合、最大で3公演当選する場合がございます。
ご希望の公演日を必要枚数でお申し込みください。
また、第1・第2・第3希望に同じ公演日をお申し込みされた場合は、第1希望を優先とし、第2・第3希望のお申し込みは無効となります。
●スムーズにご予約頂けるよう、受付にはナビダイヤルシステムと呼ばれる電話番号を使用致します。通話料金のアナウンスのガイダンスが流れた後、お電話がつながります。
●携帯電話からのお申し込みは、電波状況により予約が不成立の場合もあります。また、お申し込みの途中で電話が切れると、システム側がお申し込みされたと認識してしまい、
再度お申し込みができない場合があります。できる限り一般電話や公衆電話からのご利用をお勧め致します。
●電話予約受付日・当落確認日・お振り込みの期日は必ずお守りください。期日外は無効となります。
●予約番号を紛失されますとお調べできません。ご了承ください。
●チケットの予約後のキャンセル・予約内容の変更はできません。同様にチケットの発券後の払い戻し、再発行も致しかねます。
●個人情報に関しては本受付業務に付随される業務以外には使用致しません。
●抽選後、当選された会員の方は、お近くのローソンか、郵便局にてチケット代金をお支払いください。チケットは後日、ファンクラブに登録されているご住所に宅配便でお届け致します。
住所変更をする場合は、ローソンチケットとファンクラブの両方にお早めにご連絡ください。

チケットに関するお問合せ/受付時間１０：００～２０：００

ローソンチケットインフォメーション

TEL：０５７０－０００－７７７

055-931-8999
053-412-1010

抽選エントリー方法
エントリー
受付期間

1/10(火)12:00 ～ 1/13(金)23:59

エントリー受付
電話番号

０５７０－０８４－６８０

期間内24時間受付OK

※受付初日は混雑が予想されます。当選・落選・座席の位置は期間内に
お申し込みされたすべての方を対象に厳正なる抽選を行いますので、
お申し込み順は一切関係ありません。
※一部携帯電話・PHS・CATV・IP接続電話はご利用できません。
プッシュ回線、またはトーン信号の出る電話機をご利用ください。

ガイダンスに従って必要事項をご入力して頂きます。
こちらはゴスペラ－ズFC受付ダイヤルです。
→ PUSH 各希望エントリーを2桁で入力
第1希望は01、第2希望は02、第3希望は03を押してください。
お客様の会員番号を入力し、最後にシャープ(#)を押してください。

→

PUSH

（例）01234（会員番号下5桁）123（郵便番号上3桁）ですね。
よろしければ1を、間違っているなら5を押してください。

→

PUSH

公演日を押してください。公演日2月4日の場合は0204と押してください。

→

PUSH

●月■日×××（ゴスペラーズ）、第●希望の受付を行います。
よろしければ1を、間違っているなら5を押してください。

→

PUSH

ご希望の枚数を2桁で押してください。1枚なら01と押してください。

→

PUSH

決済方法を選択してください。
郵便振込なら2を、コンビニ入金（ローソン支払い）なら4を押してください。

→

PUSH

それでは予約内容を確認致します。決済方法××、配送引取、●月■日、
ゴスペラ－ズ、▲枚です。よろしければ1を、間違っているなら5を押してください。

→

PUSH

お客様の電話番号を入力してください
(FC登録以外の電話番号も可能)。

→

PUSH

（例）09012345678（入力した電話番号）ですね。
よろしければ1を、間違っているなら5を押してください。

→

PUSH

それではチケットの引換期間と受付番号をお知らせ致しますのでお書きとめください。
チケットの当落確認は1/18(水)12:00～1/22(日)23:59の間に当落確認ダイヤル
0570-084-680におかけ頂き、チケットの当落確認をお願い致します。予約番号は
●●●●●●●●●●です。（繰り返し）確認のため、予約番号を押してください。

→

PUSH

会員番号下5桁+FCに登録した郵便番号上3桁
=8桁の会員番号を入力

■今回の先行予約より、第1・第2・第3希望の
Ｌコード入力はなくなりました。
プッシュボタンで第1・第2・第3希望を選択
して頂きます。
■第1・第2・第3希望でそれぞれ1回ずつ
のお申し込みが有効となります。各希望
にお申し込みをされた場合、最大で3公演
当選する場合がございます。
ご希望の公演日を必要枚数でお申し込み
ください。また、第1・第2・第3希望に同じ
公演日をお申し込みされた場合は、第1希
望を優先とし、第2希望以下のお申し込み
は無効となります。

1または5を入力
ご希望の公演日を4桁で入力
1または5を入力
希望の枚数を2桁で入力

■枚数制限は表面をよくご確認ください。
1公演に対して枚数制限内でも、
2回に分けて申し込むことはできません。

2または4を入力
■前回の先行予約より、当選時の
お支払い（決済）方法を、事前に選択
して頂きます。
当選された際は、電話エントリー時に
選択された方法でお支払いください。
※変更はできませんので、ご注意ください。

1または5を入力
電話番号を入力

■一度お申し込みされた希望に再度
お申し込みをされますと、例え1枚で
あっても「イベント選択からやり直して
ください」のガイダンスが流れます。

1または5を入力
受付番号（10桁）を入力

お電話ありがとうございました。

■当選チケットはすべて配送となります。

※ここまで聞いて頂いて予約が成立致します。途中で電話が
切れると予約されない場合がございますのでご注意ください。

■受付番号はお聞き逃しのない様、
必ずお書き留めください
（受付番号は10桁となります）。

当落確認方法
当落確認
期間

1/18(水)12:00 ～ 1/22(日)23:59

当落確認
電話番号

０５７０－０８４－６８０

※期間内に以下の方法で当落の確認をしてください。

期間内24時間確認OK

こちらはゴスペラ－ズFC当落確認ダイヤルです。
お手持ちの受付番号を押してください。

※一部携帯電話・PHS・CATV・IP接続電話はご利用できません。
プッシュ回線またはトーン信号の出る電話機をご利用ください。

ガイダンスに従って必要事項をご入力して頂きます。
受付番号（10桁）を入力
→ PUSH ※
エントリー時に控えて頂きました数字10桁

●●●●●●●●●●（予約番号）ですね。
よろしければ1を、間違っているなら5を押してください。

→

PUSH 1または5を入力

■当選の場合■

■落選の場合■

ご希望のチケットの予約はできています。チケットの予約内容、引換期日をお知らせ
致しますのでお書き留めください。決済方法××、配送引取、●月■日、ゴスペラ-ズ、
▲枚、○○円です。1/23(月)までのお引取り(消印有効)となります。
よろしければ1を、聞きなおしは5を押してください。

→

本紙の「お支払い方法」欄をよく読んで、1/23(月)までの消印で、ご指定の
お支払い方法にて、ローソンまたは郵便局より、チケット代金をお支払いください。

1または5を入力
※お引取りとはローソンまたは郵便局での
PUSH お支払いのことです。

残念ですが、ご希望のチケットのお席は
ご用意できませんでした。またのご利用を
お待ちしております。

※ご当選のお客様は、下記「お支払い方法」をご確認の上、
期間内にご指定の方法で、お支払いをお願い致します。

お電話ありがとうございました。

お支払い方法
チケット代金
お支払い期間

※電話エントリーの際に選択された方法 【コンビニ入金(ローソン)】 または 【郵便振込】 でお支払いください

1/18(水)12:00 ～ 1/23(月)23:00
※但し、郵便振込を選択された方のご入金の場合は、1/23(月)消印有効となります。

ローソンでのお支払い方法＜1/23(月)23:00まで＞

※必ず当選の確認がとれてから代金の払い込みをお願い致します
（落選の方が送金された場合、指定入金方法以外の入金などは、
返金手数料を差し引いて返金となります）。

郵便局窓口でのお支払い方法＜1/23(月)消印有効＞

●ローソン店頭Loppiにてお手続きをお願い致します（期間内24時間受付）

●郵便局にて備え付けの振込用紙（青色）にご記入、お振り込みください。

●お手続きの流れ
①Loppiのトップ画面左上の「各種番号をお持ちの方」を選択してください。
②「受付番号」の入力画面になりますので、「20206」と入力し、
「次へ」ボタンを押してください。
③電話予約の際にアナウンスされた10桁の予約番号を入力してください。
④お客様のご注文内容の確認画面が表示されます。内容をご確認頂いた後、
「了解」のボタンを押してください。
⑤Loppi端末より「申込券」が出力されますので、その「申込券」を持って
30分以内にレジにて代金をお支払いください。
金額：チケット代金（税込）×枚数＋配送手数料（600円）
＋コンビニ入金手数料（216円）
⑥店員より領収書を受け取る

●「郵便振替払込票」記入方法 ※必ず普通振込でのご入金をお願い致します。
■口座番号・・・・・・・ 00120-8-60886
■加入者名・・・・・・・ ローソンチケット予約B係
■金
額・・・・・・・ チケット代金(税込)× 枚数＋配送手数料(600円）
例） 6,500円×1枚＋600円＝7,100円
6,500円×2枚＋600円＝13,600円
＜通信欄に記入する内容＞
①電話予約の際に使用した会員番号=
{会員番号(下5桁）+FCで登録した郵便番号(上3桁）＝8桁の番号}
②予約番号（電話予約の際にアナウンスされた10桁の予約番号）
③公演名と会場名
④公演日 ●月●日
⑤枚数（予約した枚数・・・予約した枚数より増やすことも減らすこともできません）

※期間内は24時間お支払いができますが、お支払い最終日の
1/23(月)は、23:00までとなります。
※クレジットカードでのお支払いはできませんのでご了承ください。
※コンビニ入金手数料（216円）はお客様負担となります。

※1つの予約番号につき、1枚の振込票をご利用ください。
※内容が正確に記入されていないとチケットの発送ができません。ご注意ください。
※電信、速達扱いでの送金は受付できませんのでご了承ください。
※郵便局の払込手数料はお客様負担となります。
※配送手数料は1つの予約につき600円かかります。

チケットの発送
●今回のチケットの発送は宅配便扱いとなります。発送は公演日の2～3週間前からを予定しておりますが、1週間前までにチケットが送られてこない場合はローソンチケットまでお問合せください。
その際、電話予約時に使用した会員番号（会員番号下5桁＋ＦＣへ登録した郵便番号上3桁＝8桁の会員番号）、及び予約番号10桁が必要となります。
●払込票のお客様控え・又は領収書はコンサート終了まで大切に保管してください。
●金額が違っている場合や払込票の記入漏れ・間違いがある場合、締切後の払い込み、落選している方のお振り込み、ローソンと郵便局に二重にお振り込みされた場合は、
返金手数料を差し引き、チケット代金のみ返金させて頂く場合がございます。
●会員ご本人様以外の方へのチケット発送はできません。ファンクラブに登録されている住所に発送致します。
住所変更をする場合は、ローソンチケットとファンクラブの両方にお早めにご連絡ください。
●チケット代金入金後の払い戻しはできません。また、発送後の紛失による再発行も致しかねます。
●公演終了後のチケット未着のお問合せ・返金は一切お受けできません。

