2 月 28 日(金)工藤遥 LIVE 2020 “New Face!”公演振替のお知らせ
いつも工藤遥を応援していただきありがとうございます。
工藤遥 LIVE 2020 “New Face!” 2 月 28 日(金) Zepp Tokyo 公演の振替日程と会場が決まりました。
日時：2020 年 5 月 11 日（月）開場 18:00／開演 19:00（開場時間を 15 分早めさせていただきます。）
会場： Zepp DiverCity(Tokyo）
※ZeppTokyo から変更になりました。お間違えのないようご注意下さい。
住所：東京都江東区青海１丁目１−１０ ダイバーシティ東京プラザ
アクセス：東京臨海新交通臨海線 (ゆりかもめ)「台場駅」より徒歩 5 分
東京臨海高速鉄道りんかい線「東京テレポート駅」より徒歩 3 分
今回の延期に伴い会場が変更になりました。
会場の構造上、1F 座席レイアウトが変更になり、座席数が減少することになりました。
つきましては、誠に申し訳ありませんが 1F 指定席の一部のお席はスタンディングでの観覧に変更させて頂きます。
1F 指定席・2F ファミリー席のチケットをお持ちの方は、当日会場にて指定席・スタンディング(整理番号付き)の再抽選をさせていただきます。
※詳しくは 1.会場変更に伴う座席・席種変更 を必ずご確認ください。
現在お持ちの 2 月 28 日(金)Zepp Tokyo のチケットを必ず当日、会場にご持参ください。
※当日、チケットを持参いただけなかった場合、ご入場頂けません。
※再抽選は各チケット 1 枚に対して 1 回のみとさせて頂きます。
※抽選のやり直しは出来かねます。あらかじめご了承下さい。
※複数枚でご購入されている方で、連番のチケットをご希望の方は再抽選の際に必ず希望席数分のチケットをご一緒にお持ち下さい。
ご一緒にお持ち頂けない場合、連番でのお席のご用意は出来かねます。開演間際になりますと、連番でお席をご用意できない場合がございます。
ファンクラブ、プレイガイドそれぞれお求め先ごとに、振替公演当日のチケット引き換え方法・窓口、払い戻し方法が異なりますので、下記から該当する項
目をよくお読みください。
公演を楽しみにしてくださっていた皆様には大変ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。

1.会場変更に伴う座席・席種変更
【ファンクラブで購入されたチケットの座席に関して】
・M-line club（限定特別シート・先々行受付・先行受付・2 次受付）で受付・購入した 1F 指定席チケットをお持ちの方
振替公演当日、会場にてチケットを引き換えさせていただきます。再抽選の形式で、ランダムに 5 月 11 日(月)の 1F 指定席チケットをお渡しします。
・Hello!Project（NEXT 先行受付）で購入した 1F 指定席チケットをお持ちの方
振替公演当日、会場にてチケットを引き換えさせていただきます。
再抽選の形式で、ランダムに 5 月 11 日(月)の 1F スタンディング(整理番号付き)チケットをお渡しします。
※開場時間より係員の指示に従って、整理番号順にご入場いただきます。
・M-line club（先行受付）で購入した 2F ファミリー席チケットをお持ちの方
振替公演当日、会場にてチケットを引き換えさせていただきます。
再抽選の形式で、ランダムに 5 月 11 日(月)の 2F ファミリー席(指定席)チケットをお渡しします。
【プレイガイドで購入されたチケットの座席に関して】
・プレイガイドで購入した１F 指定席チケットをお持ちの方
(SNS 先行・オデッセー先行・プレイガイド先行を含む)
振替公演当日、会場にてチケットを引き換えさせていただきます。
再抽選の形式で、ランダムに 5 月 11 日(月)の 1F スタンディング(整理番号付き)チケットをお渡しします。
※開場時間より係員の指示に従って、整理番号順にご入場いただきます。
・プレイガイドで購入した 2F 立見(立ち位置指定)チケットをお持ちの方
(SNS 先行・オデッセー先行・プレイガイド先行を含む)
お手持ちの 2 月 28 日(金)Zepp Tokyo 公演のチケットは振替公演でそのままご使用いただけますので、
大切に保管していただきますようお願い申し上げます。
※チケットに記載された立ち位置指定番号にてご観覧頂きます。

2.振替公演当日のチケット引き換え方法
【ファンクラブで購入されたチケットをお持ちの方】
振替公演当日 5 月 11 日(月)16:00〜Zepp DiverCity(Tokyo)正面入り口にてチケットの引き換えを開始します。
M-line club、Hello! Project 会員の方はチケットと会員証をご持参ください。
・M-line club エグゼクティブサービス(限定特別シート・先々行受付)で受付・購入されたチケットをお持ちの方
会場正面入り口の「M-line club エグゼクティブ」窓口までお越しください。
お手持ちのチケットと 5 月 11 日(月)の指定席チケットをランダムに引き換えいたします。
※必ずエグゼクティブパス 2019 をお持ちください。ご本人確認が出来ない場合はチケットの引き換えを行うことが出来ませんので予めご了承ください。
※限定特別シートで受付されたチケットは 3 列目までの中央寄りのお席で引き換え対応をさせて頂きます。
・M-line club（先行受付・2 次受付）で購入されたチケットをお持ちの方（全席種共通）
会場正面入り口「M-line club」窓口までお越しください。
お手持ちのチケットと 5 月 11 日(月)の指定席チケットをランダムに引き換えいたします。
・Hello! Project（NEXT 先行受付）で購入されたチケットをお持ちの方
会場正面入り口「Hello! Project NEXT 先行」窓口までお越しください。
会場の変更に伴い、スタンディングでの観覧となりますことをご了承頂きますようお願い致します。
お手持ちのチケットと 5 月 11 日(月)の 1F スタンディング(整理番号付き)チケットをランダムに引き換えいたします。
1F 後方での立ち見となります。予めご了承ください。
【プレイガイドで購入されたチケットをお持ちの方】
・プレイガイドで購入された 1F 指定席チケットをお持ちの方
振替公演当日 5 月 11 日(月)16:00〜Zepp DiverCity 正面入り口にてチケットの引き換えを開始します。
会場正面入り口「プレイガイド」窓口までお越しください。
会場の変更に伴い、スタンディングでの観覧となりますことをご了承頂きますようお願い致します。
お手持ちのチケットと 5 月 11 日(月)の 1F スタンディング(整理番号付き)チケットをランダムに引き換えいたします。
1F 後方での立ち見となります。予めご了承ください。
※2F 立見(立ち位置指定)のチケットをお持ちの方は、2 月 28 日(金)Zepp Tokyo 公演のチケットにてそのままご入場いただけます。

3.チケットの払い戻し方法
振替公演にご来場頂けないお客様には、下記の通りチケットの払い戻しを致します。
【ファンクラブで購入されたチケット】
・M-line club（限定特別シート）にて受付されたチケット
4 月 3 日(金)までにファンクラブまでお電話ください。
M-line club 03-3560-8156(平日 14:00～18:00)
・M-line club（先々行受付・先行受付・2 次受付）、Hello! Project(NEXT 先行受付)にて購入されたチケット
チケットと、お名前・会員番号・住所・ご連絡の取れる電話番号・払い戻し希望枚数を記入したメモを同封のうえ、
必ず簡易書留（￥404）にてお送りください。
チケット料金＋簡易書留送料（￥404）を郵便為替にて返金させていただきます。
※締切後は一切お受けいたしませんので、ご注意ください。
※普通郵便でお送りいただいた場合、郵便事故が発生する可能性もございます。普通郵便でチケットが届かなかった場合、
払い戻しはできませんので、必ず簡易書留にてお送りくださいますようお願いいたします。
※チケット返送時の控えは、郵便為替が届くまで大事に保管してください。
※郵便為替の発送は、5 月下旬の予定です。
※郵便為替は、チケットをご購入いただきました会員ご本人様の会員登録されている住所へお送りいたします。

＜送り先＞
〒106-8186 アップフロントファンクラブ「工藤遥ライブ公演 FC 払い戻し」係
＜締切＞
2020 年 4 月 5 日（日）消印有効
※ご不明な点がございましたら、M-line club ファンクラブまでお電話下さい。
M-line club 03-3560-8156(平日 14:00～18:00)

【プレイガイドで購入されたチケット】
・チケットぴあにて購入されたお客様
＜払い戻し期間＞2020 年 3 月 23 日(月)10:00〜3 月 29 日(日)23:59
▼払い戻し方法について
http://t.pia.jp/guide/refund.jsp
・ローソンチケットにて購入されたお客様
＜払い戻し期間＞2020 年 3 月 23 日(月)10:00〜3 月 29 日(日)23:59
ご購入/ご発券のコンビニエンスストア（ローソン・ミニストップ）にて払戻し頂けます。
※同じコンビニエンスストアであれば店舗が異なっても払戻は受付可能です。
詳細は下記払戻方法のご確認をお願いします。
http://l-tike.com/oc/lt/haraimodoshi/
・イープラスにて購入されたお客様
＜払い戻し期間＞2020 年 3 月 23 日(月)10:00〜3 月 29 日(日)23:59
・セブン-イレブン/ファミリーマート受取の方は、お受取りになった店舗にて払戻し手続きを行って下さい。
・配送受取の方は、特定記録郵便にてチケットをイープラスまでお送り下さい。
・詳細は下記チャートよりご確認ください。
払戻方法確認チャート http://eplus.jp/refund2/
お問合わせ(イープラス)：0570-06-9911(10:00～18:00) http://eplus.jp/qa/

チケットの一般発売に関しては未定です。

【お問い合わせ先】
・ファンクラブでご購入されたチケット関してのお問い合わせ
M-line club 03-3560-8156(平日 14:00～18:00)
・プレイガイドでご購入されたチケットに関してのお問い合わせ
オデッセー 03-5444-6966(平日 11:00〜18:00)
何卒、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
ジェイピィールーム株式会社
M-line club オフィシャルファンクラブ
Hello!Project オフィシャルファンクラブ
株式会社オデッセー

