
STU48 3rd シングル「タイトル未定」発売記念イベント“せとうちめぐり”参加メンバー

決定！ 

 

STU48 3rd シングル｢タイトル未定｣発売記念イベント“せとうちめぐり”の参加ユニット、

メンバーが決定致しました。（※兵庫会場に関しましては参加メンバー及び内容は調整中と

なります。） 

 

引き続きせとうちめぐりで披露してほしい楽曲の投票受付中です♪ 

投票は下記 3rd シングル特設サイトより行えますので皆様ぜひ投票して当日ご参加くださ

い！ 

http://www.stu48.com/feature/3rd_single 

 

各会場の注意事項を必ずご確認の上ご参加ください。 

皆様のご参加お待ちしてます！ 

 

【内容】 

ミニライブ＆握手会 

※ミニライブは観覧フリーとなります。 

※握手会は 2 レーンで行います。握手会参加券１枚でどちらかお好きなレーンのメンバー

全員と握手することができます。 

 

【会場/時間/参加メンバー】 

【日時】2019 年 7 月 6 日（土）13 時イベントスタート【優先エリア入場開始 12：30】  

場所：新山口駅北口駅前広場(山口県) 

ユニット：STUDIO 

参加メンバー：磯貝花音・今村美月・大谷満理奈・門脇実優菜・峯吉愛梨沙・由良朱合 

レーン①磯貝花音・門脇実優菜・峯吉愛梨沙 

レーン②今村美月・大谷満理奈・由良朱合 

 

【日時】2019 年 7 月 7 日（日）14 時イベントスタート【優先エリア入場開始 13：15】  

場所：広島駅南口地下広場(広島県) 

参加メンバー：石田千穂・今村美月・岩田陽菜・門脇実優菜・瀧野由美子・中村 舞 

レーン①岩田陽菜・門脇実優菜・瀧野由美子 

レーン②石田千穂・今村美月・中村 舞 

 

【日時】2019 年 7 月 14 日（日）13 時イベントスタート【優先エリア入場開始 12：30】  



場所：イオンモール徳島 1F UZU コート(徳島県) 

※特典会のみイオンモール徳島 4F イオンホールにて行います 

ユニット：勝手に！四国観光大使 

参加メンバー：榊 美優・谷口茉妃菜・兵頭 葵・福田朱里・森 香穂・中村 舞 

レーン①榊 美優・森 香穂・中村 舞 

レーン②谷口茉妃菜・兵頭 葵・福田朱里 

 

【日時】2019 年 7 月 21 日（日）13 時イベントスタート【優先エリア入場開始 12：30】  

場所： アリオ倉敷 屋外イベントステージ(岡山県) 

ユニット：Charming Trip 

参加メンバー：石田千穂・石田みなみ・岩田陽菜・新谷野々花・田中皓子・土路生優里 

レーン①石田千穂・石田みなみ・新谷野々花 

レーン②岩田陽菜・田中皓子・土路生優里 

  

【日時】2019 年 7 月 26 日（金）18 時イベントスタート【優先エリア入場開始 17：30】  

場所：丸亀町グリーン 1F けやき広場(香川県) 

ユニット：瀬戸 7 

参加メンバー：甲斐心愛・瀧野由美子・藤原あずさ・三島遥香・森下舞羽・信濃宙花 

レーン①甲斐心愛・信濃宙花・藤原あずさ 

レーン②瀧野由美子・三島遥香・森下舞羽 

 

【日時】2019 年 7 月 28 日（日）14 時イベントスタート【優先エリア入場開始 13：30】  

場所：イオンモール今治新都市 しまなみオープンパーク 屋外ステージ(愛媛県) 

ユニット：せとまいく 

参加メンバー：市岡愛弓・新谷野々花・矢野帆夏・沖 侑果・信濃宙花・中村 舞 

レーン①市岡愛弓・新谷野々花・矢野帆夏 

レーン②沖 侑果・信濃宙花・中村 舞 

 

【日時】2019 年 7 月 31 日（水）18 時イベントスタート（予定） 

場所：会場調整中 (兵庫県) 

 

【イベント参加方法】 

イベント当日会場特設ブースにて 2019 年 7 月 31 日（水）発売の STU48 3rd シングル「タ

イトル未定」を、全額前金にてご予約もしくはご購入いただいた方に先着で整理番号付優

先エリア入場券と握手会参加券を配布致します。握手会参加券をお持ちのお客様はミニラ

イブ終了後の握手会にご参加いただけます。 



※整理番号付優先エリア入場券は複数枚ご購入いただきましても、お 1 人様 1 枚のお渡し

とさせていただきます。 

※握手会参加券は購入枚数分を差し上げます。 

※整理番号付優先エリア入場券の整理番号はランダムでのお渡しとなります。ご購入順で

はございません。 

※整理番号付優先エリア入場券と握手会参加券の配布はなくなり次第配布終了とさせてい

ただきます。 

※お一人様あたりの枚数制限を設けさせていただく場合がございます。 

※上記イベントでご予約いただいた商品に関しての特典は特典会参加券のみとなります。

その他の特典は対象外となりますので予めご了承ください。 

 

●各会場ごとに予約・販売時間、注意事項が異なりますので 

下記記載の各会場注意事項を必ずご確認の上ご参加ください。 

 

●対象商品 

STU48 3rd シングル「タイトル未定」 

TypeA~D 初回限定盤・通常盤計 8 形態 

価格：各￥1,700（税込） 

形態：CD＋DVD 

 

【イベント共通注意事項】 

・水分補給をするなど各自で健康管理を行っていただき、日射病や熱中症等には充分気を

つけていただきますようお願い致します。 

・ご入場の際には、危険物のチェックとお荷物検査をさせて頂きますので予めご了承下さ

い。 

・『握手会参加券』は、1 枚につき、1 名様、握手会にご参加いただけます。 

・『握手会参加券』はイベントにご参加の際に回収させて頂きます。 

・『握手会参加券』は、紛失・盗難・破損等いかなる理由を問わず、再発行いたしませんの

で、取扱いに十分注意してください。また、転売によって入手した同券は無効となり、イ

ベントにご参加いただくことはできません。 

・特典会はお客様の列が途切れ次第、終了とさせていただきます。あらかじめご了承くだ

さい。 

・特典会はスケジュールの都合上、参加券をお持ちの方がいらっしゃる場合でも、終了さ

せて頂く場合がございます。ご了承ください。 



・イベント終了後に商品をご予約、ご購入いただいても、イベントにはご参加頂けません

のでご注意ください。 

・諸事情により参加メンバーが変更になる場合が御座います。 

・特典会では係員がお客様の肩や腕などに触れて誘導する場合があります。ご了承の上、

握手会にご参加下さい。 

・イベント実施時は写真撮影、動画撮影、録音行為は禁止します。（撮影補助機材の使用も

禁止いたします） 

・CD 予約、販売受付開始時間及びイベント開始時間は、状況により変更となる可能性がご

ざいます。 

・返品・返金はお受け付けいたしませんのでご了承下さい。 

・会場でのプレゼントおよびファンレターの受付は行っておりません。 

・当日の事故・混乱防止のため、イベントでは様々な制限を設けさせていただくことがあ

ります。予めご了承下さい。なお、収容人数を超えるご来場者があった場合、入場規制を

させていただく場合がございます。その際はイベントスタッフの指示に従って頂きますの

で、予めご了承ください。 

・天候及び諸事情により急遽イベントの内容変更や中止がある場合がございます。その場

合、商品代金の返金、交通費、旅費等の補償には応じかねます。あらかじめご了承くださ

い。 

・会場の店舗は通常営業中となります。イベントに参加されないお客様も多数おられます。

ご留意下さい。 

・通行の為の導線確保にご協力くださいますようお願いいたします。 

・会場周辺での深夜・早朝からの待機、座り込み集会や長時間の滞在等の迷惑行為は、固

く禁止とさせていただきます。 

・イベント会場での喫煙・飲酒はご遠慮ください。 

・雨天催行の場合、危険防止の為、傘の使用は禁止とさせていただきます。レインコート

等の使用をお願いいたします 

・運営の妨げとなる行為をされますと会場より退場していただきます。イベント自体を中

止することもございます。 

・手荷物、レジャーシート、その他を使用しての場所取り行為は禁止といたします。発見

次第、イベントスタッフ及びイベント警備により随時撤去させていただきます。  

尚、撤去した物、及び放置されている物に関して主催者・会場・出演者は一切の責任を負

いません。 

・イベント運営の時間は十分に確保させて頂いておりますが、万が一、時間内にお客様の

お持ちのイベント券をご利用になれなかった場合の保証等は致しかねますのでご了承くだ

さい。 

※以上を守れない方がいた場合、イベントを中止する事がございます。予めご了承くださ



い。 

 

【新山口駅北口駅前広場】 

CD 予約受付開始時間：9:30～ 場所：会場特設ブース 

※当日の状況によっては開始時間や場所が変更する場合がございますこと、予めご了承願

います。 

イベント当日の動線などに関しましては、スタッフの指示に従って頂きますようお願いい

たします。 

※ご予約は現金のみのお取り扱いとなります。クレジットカード、T ポイント、金券、電子

マネー、各種クーポン等はご利用頂けませんのでご了承下さい。また、T ポイント付与、ご

購入後の返金、および返品は一切できませんのでご了承ください。 

※ご予約商品は、7 月 30 日（火）夕方以降にイオンタウン防府 1F フタバ図書 GIGA 防

府店での受け取り、もしくは配送 (1 会計につき送料 700 円を別途いただきます)のいずれ

かをお選びいただけます。 

※店頭での商品のお取り置き期間は発売日を含め 2 週間（8 月 13 日まで）とさせていただ

きます。 

お問い合わせ先：フタバ図書 GIGA 防府店 TEL:0835-26-0260 

 

【広島駅南口地下広場】 

CD 予約受付開始時間：9:30～ 場所：広島駅南口地下広場即売特設ブース 

※当日の状況によっては開始時間や場所が変更する場合がございますこと、予めご了承願

います。 

※整理番号付優先エリア入場券の整理番号はランダム抽選でのお渡しとなります。ご購入

順ではございません。 

イベント当日の動線などに関しましては、スタッフの指示に従って頂きますようお願いい

たします。 

 

■予約に際しての注意文言 

≪ご予約について≫ 

※ご予約の登録は、お客様のスマートフォン・ケータイ(ガラホ)からの対応となります。 

※ご予約の登録には、お客様の携帯番号・メールアドレスが必要となります。 

※スマホ、ケータイの無い方もご予約は可能です。詳しくは、当日、会場スタッフにお声

掛けください。 

※登録後に『towerrecords.co.jp』のドメインから「ご注文受付のお知らせ」メールが配信

されますので、あらかじめドメイン受信設定をご確認ください。また、迷惑メール設定が

されている場合も同様です。メールが届かないと予約受付が出来ませんので、必ずご自身



の端末での受信設定をご確認くださいますようお願い致します。 

※ご予約登録の際は、受付窓口にてご提示する QR コードより予約用サイトへアクセスし

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、タワーレコード広島店での受け取り、もしくは配送 (送料 800 円を別途

いただきます)のいずれかをお選びいただけます。 

※予約登録後に届いた「ご注文受付のお知らせ」メールが届きます。この時点ではご予約

は完了していませんので、メール内のご注文情報の URL を開いて、QR コードを会場のレ

ジ窓口にご提示ください。 

※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、「決済完了のお知らせ」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、 「決済完了のお知らせ」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。 

 

 

≪お受け取りについて≫  

※店舗での商品お受け取りは、2019 年 7 月 30 日(火)夕方以降となります。 

※商品お受け取りの際、「決済完了のお知らせ」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。 

※商品のお取り置き期間は発売日から4週間となり、2019年8月28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、あらかじめご了承ください。 

※配送を希望された方は、「決済完了のお知らせ」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。 

【お問い合わせ】 

タワーレコード広島店 TEL:082-240-0063 

 

【イオンモール徳島】 

CD 予約受付開始時間：10：00～ 場所：イオンモール徳島 1F UZU コート横特設販売 

※当日の状況によっては開始時間や場所が変更する場合がございますこと、予めご了承願



います。 

イベント当日の動線などに関しましては、スタッフの指示に従って頂きますようお願いい

たします。 

※ご予約は現金のみのお取り扱いとなります。クレジットカード、T ポイント、金券、電子

マネー、各種クーポン等はご利用頂けませんのでご了承下さい。また、T ポイント付与、ご

購入後の返金、および返品は一切できませんのでご了承ください。 

※ご予約商品は、7 月 30 日（火）夕方以降に MUSIC SHOP BIG 徳島店での受け取り、も

しくは配送 (1 会計につき送料 600 円を別途いただきます)のいずれかをお選びいただけま

す。 

※店頭での商品のお取り置き期間は発売日を含め 2 週間（8 月 13 日まで）とさせていただ

きます。 

お問い合わせ先：MUSIC SHOP BIG 徳島店 TEL 088-676-2040 

 

【アリオ倉敷】 

CD 予約受付開始時間：10：00～ 場所：アリオ倉敷 野外イベントスペース即売特設ブ

ース 

※当日の状況によっては開始時間や場所が変更する場合がございますこと、予めご了承願

います。 

イベント当日の動線などに関しましては、スタッフの指示に従って頂きますようお願いい

たします。 

 

■予約に際しての注意文言 

≪ご予約について≫ 

※ご予約の登録は、お客様のスマートフォン・ケータイ(ガラホ)からの対応となります。 

※ご予約の登録には、お客様の携帯番号・メールアドレスが必要となります。 

※スマホ、ケータイの無い方もご予約は可能です。詳しくは、当日、会場スタッフにお声

掛けください。 

※登録後に『towerrecords.co.jp』のドメインから「ご注文受付のお知らせ」メールが配信

されますので、あらかじめドメイン受信設定をご確認ください。また、迷惑メール設定が

されている場合も同様です。メールが届かないと予約受付が出来ませんので、必ずご自身

の端末での受信設定をご確認くださいますようお願い致します。 

※ご予約登録の際は、受付窓口にてご提示する QR コードより予約用サイトへアクセスし

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、タワーレコードアリオ倉敷店での受け取り、もしくは配送 (送料 800 円



を別途いただきます)のいずれかをお選びいただけます。 

※予約登録後に届いた「ご注文受付のお知らせ」メールが届きます。この時点ではご予約

は完了していませんので、メール内のご注文情報の URL を開いて、QR コードを会場のレ

ジ窓口にご提示ください。 

※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、「決済完了のお知らせ」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、 「決済完了のお知らせ」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。 

 

≪お受け取りについて≫  

※店舗での商品お受け取りは、2019 年 7 月 30 日(火)夕方以降となります。 

※商品お受け取りの際、「決済完了のお知らせ」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。 

※商品のお取り置き期間は発売日から4週間となり、2019年8月28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、あらかじめご了承ください。 

※配送を希望された方は、「決済完了のお知らせ」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。 

【お問い合わせ】 

タワーレコードアリオ倉敷店 TEL: 086-435-7201 

 

【丸亀町グリーン 1F けやき広場(香川県)】 

・CD 予約受付開始時間：15：00～  場所：丸亀町グリーン 1F けやき広場  

※当日の状況によっては開始時間や場所が変更する場合がございますこと、予めご了承願

います。  

※集合場所は丸亀町グリーン 1F けやき広場となります。 

※イベント当日の動線などに関しましては、スタッフの指示に従って頂きますようお願い

いたします。 

 

■予約に際しての注意文言 ≪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。 

※スマホ、ケータイの無い方もご予約は可能です。詳しくは、当日、会場スタッフにお声

掛けください。 

※『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、タワーレコード高松丸亀町店での受け取り、もしくは配送(別途、送料 800

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のみです。クレジット/電子マネー/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、7 月 30 日(火)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 4 週間となり、8 月 28 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。 

★ ご 予 約 ・ お 受 け 取 り 方 法 の 詳 細 は 、 下 記 サ イ ト か ら ご 確 認 く だ さ い 。 

http://blog.livedoor.jp/tower_sale/archives/eventspeedyoyaku.html  

 

【お問い合わせ】 タワーレコード高松丸亀町店 TEL:087-821-6051 

 

【イオンモール今治新都市】 

・CD 予約受付開始時間：10：00～  場所：イオンモール今治新都市 しまなみオープン

パーク 屋外ステージ横特設販売ブースにて 

※当日の状況によっては開始時間や場所が変更する場合がございますこと、予めご了承願

います。 

イベント当日の動線などに関しましては、スタッフの指示に従って頂きますようお願いい

たします。 

※ご予約は現金のみのお取り扱いとなります。クレジットカード、T ポイント、金券、電子

マネー、各種クーポン等はご利用頂けませんのでご了承下さい。また、T ポイント付与、ご

購入後の返金、および返品は一切できませんのでご了承ください。 

※ご予約商品は、7 月 30 日（火）夕方以降にイオンモール今治新都市 2F MUSIC SHOP BIG

今治新都市店或いはイオンモール新居浜 2F MUSICSHOP BIG 新居浜店での受け取り、も

しくは配送 (1 会計につき送料 600 円を別途いただきます)のいずれかをお選びいただけま

す。 ※店頭での商品のお取り置き期間は発売日を含め 2 週間（8 月 13 日まで）とさせてい

ただきます。 

お問い合わせ先：MUSIC SHOP BIG 今治新都市店 TEL 0898-35-4570 

        MUSIC SHOP BIG 新居浜店 TEL 0897-66-9333 


