
SARD UNDERGROUND NEW シングル『空っぽの心』 リリース記念イベント  

開催日時 

2022 年 05 月 14 日(土) 13:00 

2022 年 05 月 14 日(土) 15:30  

場所 

高松丸亀町店   会場：丸亀町グリーンけやき広場  

出演 

SARD UNDERGROUND  

参加方法 

＜特典会内容＞ 

●『空っぽの心』ご予約者対象  

・ポスターカレンダー(ランダム 4 種)お渡し会 

●会場の CD 販売会場にて旧譜作品を\2000-以上ご購入頂いた方には、メ

ンバー直筆サイン色紙(日付入り)をご購入時にレジにてスタッフよりお渡し致

します。 

※ミニライブのみ優先観覧エリアが設けられます。 

※優先観覧エリアへの入場は、下記＜優先観覧エリア入場方法＞をご確認

下さい。 

 

 

＜ポスターカレンダーお渡し会対象商品＞ 

2022 年 5 月 18 日(水) 発売 NEW SINGLE 「空っぽの心」 

・初回限定盤【CD＋DVD】 （GZCA-7184）価格：¥1,980（税込） 

・名探偵コナン盤【CD＋ましかくフォトカード】 （GZCA-7185）価格：¥1,100（税

込） 

・通常盤【CD】 （GZCA-7186）価格：¥1,100（税込） 

 

 

＜特典会参加方法＞ 

イベント当日 11:00 より、イベントスペース横特設売り場にて、5/18(水)発売の

SARD UNDERGROUND NEW シングル『空っぽの心』（初回限定盤、通常盤、

名探偵コナン盤）のいずれか 1 枚を、全額前金にてご予約頂いた方に先着

で、「特典会参加券」と「優先観覧エリア入場整理券(整理番号付)」をお渡し致

します。 

※対象商品 1 枚ご予約につき、「特典会参加券」を 1 枚お渡し致します。(特

https://tower.jp/store/shikoku/takamatsumarugamemachi


典会参加券は、ご予約頂いた枚数分をお渡し致します。) 

※特典会参加券は、1 部 2 部共通でお客様の好きな部にご参加頂けます。  

※「優先観覧エリア入場券(整理番号付き)」は、ご予約時に 1 部 2 部いずれか

の入場券をお選び頂けます。 

(複数枚ご予約頂いた方は、ご予約枚数に関わらず、各部 1 枚ずつお渡し致し

ます。) 

※「優先観覧エリア入場券(整理番号付き)」はランダムにて配布させて頂きま

す。 

※旧譜をご購入の方には、レジにてスタッフよりサイン色紙をお渡し致します。 

 

 

 

＜優先観覧エリア入場方法＞ 

【優先観覧エリア入場開始時間（予定）】 

1 回目 12:40～/2 回目 15:10～ 

 

･イベントの観覧はフリーですが、当日ミニライブ時限定で「優先観覧エリア」が

設けられます。 

･「優先観覧エリア」へご入場頂くには、「優先観覧エリア入場整理券（整理番

号付）」が必要です。 

･「優先観覧エリア入場整理券（整理番号付）」はご予約時にランダムの番号に

て配布致します。 

･「優先観覧エリア」への入場方法、集合場所等は「優先観覧エリア入場整理

券（整理番号付）」を当日ご確認下さい。なお、集合時間へ遅れた場合は、ご

案内中の整理番号のお客様がご入場頂いた後、または列最後尾からのご入

場となります。予めご了承下さい。 

･「イベント参加券」を複数枚お持ちでも、「優先観覧エリア入場整理券（整理番

号付）」の配布はお一人様 1 枚となります。 

･「優先観覧エリア入場整理券（整理番号付）」は枚数に限りがございます。無

くなり次第配布終了となりますので、予めご了承下さい。 

 

- 観覧エリアについて – 

・イベント当日、イベント会場では『観覧エリア』を設けさせて頂きます。 

・観覧エリア以外では、ご観覧頂けません。イベント会場周辺の通路、店舗入

り口（店頭）、避難動線などでは、立ち止まることができませんので、ご注意下

さい。 



・当日、観覧エリア内であっても一部観覧しづらい場所もございます。予めご

了承下さい。 

 

 

＜イベント当日の CD ご予約受付について＞ 

【販売時刻】 11:00 ～ イベント終了時迄 

《ご予約方法》 

・支払い方法は現金、クレジットカード(一括払いのみ)が可能です。各種クーポ

ン/ポイントカードはご利用頂けません。 

・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。 

・『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下さい。 

・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)から読み取って下さい。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下さい。 

・「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下さい。 

・ご希望の予約商品をお選び頂き、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下さい。 

・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 810 円)のいずれかをお選び頂けます。 

・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下

さい。 

・ご予約内容を確認後、商品に応じた特典をお渡し致します。決済確定後の変

更・キャンセル及び受取拒否はできません。 

・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、大切に保管して下さ

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下さい。 



・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

フまでお声掛け下さい。 

 

《お受け取りについて》 

■商品のお受け取り方法は、以下からお選び頂けます。 

店舗受取：タワーレコード高松丸亀町店でのお受け取り（店舗指定は出来ませ

ん。） 

自宅配送：配送料 810 円（ホテルや海外などへの発送は承っておりません。） 

※決済完了後の受取方法の変更は不可となります。 

■店舗での商品お受け取りは、5 月 17 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下さい。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、6 月 15 日(水)までとな

ります。 

■長期不在や住所不明、不在受取の連絡が取れない等、期間までに受け取

頂けない場合、商品のお渡しは出来ません。その際、代金は返金致しかねま

すので、予めご了承下さい。 

■お客様のご都合によるご予約後の変更/キャンセル/返品/返金は、一切受

け付け出来ません。（商品遅延等の場合も同様です。） 

■お客様のご都合により一定期間までに商品をお受け取り頂けず、再配達・

転送等となった場合、それらに掛かる費用は、お客様自身でのご負担とさせて

頂きます。予めご了承下さい。 

 

 

＜イベント注意事項＞ 

イベントへのご参加にあたり、下記、注意事項を必ずお守り頂きますようお願

い致します。注意事項に反する行為が見受けられた場合、及び当日スタッフ

の指示に従って頂けない場合は、イベントの中止もしくはご退場頂く場合がご

ざいます。予めご了承下さい。 

 

※必ず「全会場共通注意事項」をお読み下さい。 

※イベント中、会場内での撮影・録音・録画等の行為は固くお断り致します。 

※会場内への飲食物の持ち込みはご遠慮下さい。 



※小学生以上のお客様から「特典会参加券」「優先観覧エリア入場整理券(整

理番号付)」が必要です。また、小学生未満のお客様がイベントにご参加をご

希望の場合、付添いの方の「特典会参加券」「優先観覧エリア入場整理券(整

理番号付)」が必要です。 

※「特典会参加券」「優先観覧エリア入場整理券(整理番号付)」はいかなる場

合(紛失・盗難等含む)においても、再発行は致しませんので予めご了承下さ

い。 

※「特典会参加券」は対象イベント当日の指定された時間・会場のみ有効とな

ります。 

※定員に達した場合、その後に商品をご購入頂いても、「特典会参加券」は付

きません。 

※ご予約・ご購入頂いた CD のキャンセル・返品・返金等、一切お受け出来ま

せん。万一、商品に不良があった場合、返金ではなく良品との交換になりま

す。 

※お客様の肩などに触れて誘導をさせて頂く場合がございます。 

※特典会は列が途切れ次第、終了させて頂きます。いかなる理由でも、イベン

ト終了後の対応は致しかねます。予めご了承下さい。 

※手荷物や貴重品はお客様ご自身で管理して下さい。 ベビーカー・キャリー

ケースなどの大きいお荷物もお預かり致しかねます。 

※会場周辺での徹夜などの近隣住民、また他のお客様に怪我をさせてしまう

可能性のある危険な行為は禁止させて頂きます。 

※イベント当日は係員の指示に必ず従って下さい。係員の指示に従っていた

だけない場合、イベントへのご参加をお断りする場合がございます。 

※他のお客様のご迷惑となる行為、また係員の指示に従わずに生じた事故に

関しましては、弊店・主催者は一切責任を負いかねます。 

※諸事情によりイベントの内容に変更が出る場合や、イベント自体が中止にな

る場合がございます。 

 

以上注意事項を守れない、スタッフのご案内等に従えないお客さまはご参加

をお断りまたはご退場頂きます。 

 

 

【イベントご参加のお客様へ感染症対策のお願い】 

 

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頂き健



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。 

 

新型コロナ感染拡大防止の一環として、イベントスペース内に掲示している

QR コードよりアクセス頂き、 

①お名前 

②電話番号 

③メールアドレス 

上記 3 点ご登録をお願い致します。 

入場の際に、登録後の返信メールにて登録内容を確認させて頂きます。お寄

せ頂いた情報は、万一来場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（必要に応じて、保健所等に提供）

で使用致します。 

ご登録頂きました個人情報は、イベント実施日より１ヶ月後、タワーレコードが

責任をもって廃棄致します。 

イベント参加の際、登録が必須となりますのでご了承下さい。 

 

※会場内ではマスクのご着用をお願い致します。ご着用していない方の入場

はお断りさせて頂きます。マスクは口と鼻を覆うように着用の上、列に並んで

いるときもしっかりご着用頂きますようお願い申し上げます。 

※入場時の検温、手指消毒にご協力下さい。 

※入場時または販売時に検温を実施し、発熱 37.5℃以上の方、呼吸器症状

がある場合は、イベントへの参加をお断りさせて頂きます。 

※飛散防止対策として、コールなど声を発する行為は禁止とさせて頂きます。 

※過去 14 日以内に海外に滞在していた方、または当該の方との濃厚接触が

ある場合はご来場をお控え下さい。 

※イベントスペース内はスタッフに指示された位置でご整列下さい。 

※今後の状況によっては、イベントの急遽の中止、または内容の変更になる

場合も御座いますのでご了承下さい。その際は当日までにホームページ等で

ご案内させて頂きます。なお、当イベントが中止となった場合でも、ご返品・ご

返金の対応は致しかねますので、事前にご了承下さい。 

※メンバーへプレゼントや、お手紙を直接お渡し頂く事はご遠慮下さい。また

スタッフがお預かりすることもできませんので、予めご了承下さい。 

※メンバーやスタッフは感染症対策に伴い、マスクやフェイスシールド、ビニー

ル手袋等を着用して特典会を行います。 

※特典会への参加終了後は、会場内にとどまってのご歓談も自粛頂き、お待



ち合わせ等は施設外でお願い申し上げます。また、それに伴い、終了後のご

挨拶は行いません。 

 

ご理解、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

 

 

＜主催・イベントに関するお問い合わせ＞ 

イベント会場へのイベント内容、詳細、ご質問を頂きましてもお答えできかねま

すので、 

お問合わせはご遠慮下さい。 

 

お問い合わせは全て、下記のメールアドレスまでお願い致します。 

E-MAIL：event@being.co.jp 

 

上記メールアドレス宛に件名を「SARD UNDERGROUND【丸亀町グリーン】イ

ベント」とご記入頂き、 

お問い合わせ内容をお送り下さい。 

都合により、ご返信が遅くなる場合がございます。 

携帯電話メールアドレスに送信ご希望の方は、各携帯会社の方法に従い、必

ずこちらのメールアドレス「event@being.co.jp」が受信できるように ドメイン指

定受信の設定をお願い致します。  

対象商品 

2022 年 5 月 18 日(水) 発売 NEW SINGLE 「空っぽの心」 

・初回限定盤【CD＋DVD】 （GZCA-7184）価格：¥1,980（税込） 

・名探偵コナン盤【CD＋ましかくフォトカード】 （GZCA-7185）価格：¥1,100（税

込） 

・通常盤【CD】 （GZCA-7186）価格：¥1,100（税込） 

・対象商品のご予約/ご購入は対象店舗の店頭でのみお受けしています。お電話等

ではお受けしていません。 

・イベント券の配布は定員に達し次第終了いたします。終了後にご予約/ご購入いた

だいてもイベント券はつきませんのでご注意ください (イベントにより券の名称は異な

ります)。 

・イベント券を紛失/盗難/破損された場合、再発行はいたしませんのでご注意くださ

い。 

・イベント券が必要なイベントにおいて、小学生以上のお客様はイベント券が必要に



なります。 

・イベント中は、いかなる機材においても録音/録画/撮影は禁止となっております。 

・会場内にロッカーやクロークはございません。手荷物の管理は自己責任にてお願い

いたします。 

・会場周辺での徹夜等の行為は、固くお断りしております。 

・店内での飲食は禁止となっております。 

・都合によりイベントの内容変更や中止がある場合がございます。あらかじめご了承く

ださい。 

・整理券の有無については、画面上の表示と時差が生じることがありますので、詳しく

は店頭にお問合せください。  
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