
STU48 4th シングル「無謀な夢は覚めることがない」発売記念イベント“せとうちめぐり”参加メンバ

ー決定！ 

 

STU48 4th シングル｢無謀な夢は覚めることがない｣発売記念イベント“せとうちめぐり”の参加メンバ

ーが決定しました！ 

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】2020 年 1 月 26 日（日）13 時スタート【優先エリア入場開始 12：30】  

場所：イオンモール神戸南(兵庫県) 

※特典会のみイオンモール神戸南 3F イオンホールにて行います。 

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

レーン①沖 侑果・信濃宙花・中村 舞 

レーン②新谷野々花・矢野帆夏・薮下 楓 

 

【日時】2020 年 2 月 9 日（日）14 時スタート【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・甲斐心愛・門脇実優菜・瀧野由美子 

レーン①石田千穂・岩田陽菜・門脇実優菜 

レーン②今村美月・甲斐心愛・瀧野由美子 

 

【日時】2020 年 2 月 15 日（土）13 時スタート【優先エリア入場開始 12：30】  

場所：丸亀町グリーン 1F けやき広場(香川県) 

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・峯吉愛梨沙 

レーン①石田千穂・石田みなみ・峯吉愛梨沙 

レーン②岩田陽菜・新谷野々花・田中皓子 

 

【日時】2020 年 2 月 16 日（日）15 時 30 スタート【優先エリア入場開始 15：00】  

場所： アリオ倉敷 屋外イベントステージ(岡山県) 



参加メンバー：大谷満理奈・沖 侑果・甲斐心愛・中村 舞・矢野帆夏・薮下 楓 

レーン①大谷満理奈・中村 舞・薮下 楓 

レーン②沖 侑果・甲斐心愛・矢野帆夏 

  

【日時】2020 年 2 月 29 日（土）14 時スタート【優先エリア入場開始 13：30】  

場所：オーヴィジョン海峡ゆめ広場(山口県)  

参加メンバー：石田千穂・磯貝花音・今村美月・大谷満理奈・門脇実優菜・峯吉愛梨沙 

レーン①石田千穂・磯貝花音・大谷満理奈 

レーン②今村美月・門脇実優菜・峯吉愛梨沙 

 

【日時】2020 年 3 月 7 日（土）14 時スタート【優先エリア入場開始 13：30】  

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 

参加メンバー：門脇実優菜・榊 美優・谷口茉妃菜・中村 舞・兵頭 葵・福田朱里 

レーン①門脇実優菜・谷口茉妃菜・福田朱里 

レーン②榊 美優・中村 舞・兵頭 葵 

 

【日時】2020 年 3 月 8 日（日）14 時スタート【優先エリア入場開始 13：30】 

場所：エミフル MASAKI(愛媛) 

参加メンバー：今村美月・磯貝花音・甲斐心愛・信濃宙花・瀧野由美子・森下舞羽 

レーン①今村美月・磯貝花音・信濃宙花 

レーン②甲斐心愛・瀧野由美子・森下舞羽 

 

【イベント参加方法】 

イベント当日会場特設ブースにて 2020 年 1 月 29 日（水）発売の STU48 4th シングル「無謀な夢は

覚めることがない」をご購入いただいた方に先着で整理番号付優先観覧エリア入場券と握手参加券を配布

致します。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。 

※イベント当日即売会場で対象商品をご購入いただいた方に握手会参加券を差し上げます。 

※握手会参加券は購入枚数分を差し上げます。 

※クレジットカードの使用可否は下記会場ごとの注意事項に記載しております。 

※上記イベントでご購入いただいた商品に関しての特典は握手会参加券のみとなります。 

CD ショップオリジナル特典生写真などの特典は対象外となりますので予めご了承ください。 

 

●対象商品 

STU48 4th シングル「無謀な夢は覚めることがない」 

TypeA～C 初回限定盤・通常盤計計 6 形態  



価格：各￥1,750（税込） 

形態：CD＋DVD 

 

【優先観覧エリアに関して】 

※整理番号付優先観覧エリア入場券は対象商品を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。 

※整理番号付優先観覧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。 

※整理番号付優先観覧エリア入場券はなくなり次第配布終了とさせていただきます。 

※ライブの観覧は優先エリアをお持ちの方から番号順に入場となります。 

優先エリアでの観覧において割り込み行為は禁止です。 

同行者と一緒に観覧希望の場合は後ろの番号に合わせてご入場ください。場所取り、割り込みは禁止とな

ります。スタッフが発見した場合エリア外へご移動していただきます。 

※優先観覧エリア内には「女性・子供優先観覧エリア」を併設させていただく場合がございます。 

※お身体の不自由な方のための観覧スペースをご用意させていただく場合がございます。 

 

●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。 

 

【イベント共通注意事項】 

・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。 

 

【イオンモール神戸南(兵庫県)】 

CD 予約受付開始時間：10:00～ 場所：イベントスペース付近会場特設ブース 

【ご予約商品のお受け取りにつきまして】 

※店舗での商品お受け取りは、1 月 29 日(水)夕方以降となります。 

※商品のお取り置き期間は発売日から 2 週間、2 月 11 日（火・祝）迄となります。 

※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。 

※配送ご希望の場合は、別途 700 円頂戴いたします。 

※お名前、ご住所、お電話番号が同一である場合に限りまして、お纏め配送対応可能です。  

※発売日から順次発送となります。1 週間以上かかる場合もあります。ご了承いただいた方のみご利用く

ださい。  

※※お支払いは現金のみです。クレジットカード、各種電子マネー/クーポン/ポイントカードは、ご利用

いただけません。 



 

お問い合わせ先： 

〒675-0101 

兵庫県加古川市平岡町新在家 615-1 イオン加古川 3F 

メディアステーションＢＩＧ加古川店 

TEL：079-456-6130 

 

 

【広島駅南口地下広場(広島県)】 

CD 販売受付開始時間：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。 

※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。 

※各種電子マネー/クーポン/ポイントカードは、ご利用いただけません。 

【広島駅南口地下広場 会場注意事項】 

※通路部分では立ち止まらないようお願いいたします。 

※本イベントは会場キャパシティの関係で想定を超える人数を超えるお客様にお集まりいただいた場合、

観覧をお断りさせていただくこともございます。予めご了承ください。 

※荷物での場所取りはご遠慮ください。 

※会場内、一部通路と被る場所などでは観覧をお断りせていただく場合がございます。当日係員の案内に

従っていただきますようお願いいたします。 

※当日冷え込みが予想されますので、防寒対策はご自身でお願いいたします。 

【お問い合わせ】 

タワーレコード広島店 TEL:082-240-0063 

 

【丸亀町グリーン 1F けやき広場(香川県)】 

・CD 販売受付開始時間：10：30～  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。 

※お支払いは現金のみです。クレジットカード、各種電子マネー/クーポン/ポイントカードは、ご利用い

ただけません。 

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

 

tel:087-821-6051


【アリオ倉敷(岡山県)】 

CD 販売受付開始時間：12：00～ 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。 

※お支払いは現金のみです。クレジットカード、各種電子マネー/クーポン/ポイントカードは、ご利用い

ただけません。 

 

【お問い合わせ】 

タワーレコードアリオ倉敷店 TEL: 086-435-7201 

 

【オーヴィジョン海峡ゆめ広場(山口県)】 

CD 販売受付開始時間：10：30～ 場所： イベントスペース付近会場特設ブース 

※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。 

※お支払いは現金のみです。クレジットカード、各種電子マネー/クーポン/ポイントカードは、ご利用い

ただけません。 

 

お問い合わせ先：新星堂下関店 TEL 083-231-7010 

 

【イオンモール徳島】 

CD 販売受付開始時間：10：30～ 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。 

※※お支払いは現金のみとなります。クレジットカード、各種電子マネーは使用不可になります。 

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

 

【エミフル MASAKI】 

・CD 予約受付開始時間：9：00～  場所：イベントスペース横特設ブース  

※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。 

※お支払いは現金のみです。クレジットカード、各種電子マネー/クーポン/ポイントカードは、ご利用い

ただけません。 

 

お問い合わせ先：デュークショップ松山 TEL 089-943-6660 


