お申込みにあたって

株主優待のご案内

株主の皆様へ

①「Amuse Fes in MAKUHARI 2017 ‒ rediscover ‒」
抽選で 100 組 200 名様ご招待！
②「フエルサ ブルータ『Panasonic presents WA ! - Wonder Japan Experience』」
抽選で 200 組 400 名様ご招待！
③「東京ワンピースタワー」
抽選で 350 組 700 名様ご招待！

平素よりアミューズグループに格別のご理解とご支援を賜り、心より御礼申し上げます。
今回は株主の皆様に是非ご高覧頂きたいイベント・テーマパークへのご招待の機会を設けさせて頂きました。

●お申込みは①「Amuse Fes」、②「フエルサ ブルータ」、③「東京ワンピースタワー」のうちどれか1つとなります。

◆下記の「ＷEB受付システムでのお申込み方法」をお読み頂き、受付サイトにご登録の上お申込みください。
●お申込み期間：この案内状を受取った日から2017年5月8日（月）23:59まで
お申込み完了後、受付完了メール及びマイページにてお申込み内容をご確認ください。

①「Amuse Fes in MAKUHARI 2017 ‒ rediscover ‒」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 抽選で100組200名様ご招待！

②「フエルサ ブルータ
『Panasonic presents WA ! - Wonder Japan Experience』」

◆抽選結果確認期間：2017年5月15日（月）13:00から

申込サイトにアクセスして頂き、マイページにてご確認ください。
ご登録頂いているメールアドレスへも抽選結果をお送りさせて頂きます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 抽選で200組400名様ご招待！

◆ご当選された場合のご招待券・入場引換券のお受取り方法・期間

①「Amuse Fes in MAKUHARI 2017 ‒ rediscover ‒」ご招待券

ファミリーマート発券期間：2017年5月22日（月）14:00〜6月4日（日）23:59まで

・ファミリーマート店内に設置してある
『Famiポート』
にて発券手続きをしてください。ご招待券発券後、必ず内容をご確認ください。
・ご招待券引換に必要な引換番号はお申込みサイト内にあるマイページにてご確認頂けます。企業コードと払込・引換番号をお控えの上、発券期間内にお近くのファミリー
マート店内に設置してある
『Famiポート』で発券手続きを行ってください。
[ファミリーマートでの発券方法]
1.Famiポートトップメニューから
「チケット」を選択します。
2.「Famiパス」を選択します。
3.画面の案内に従い、企業コード
「30020」、8で始まる
「払込・引換番号」を入力します。
4.発券内容確認画面で内容確認し
「Famiポート申込券」を出力します。
5.「Famiポート申込券」を有効期間内（Famiポートで出力後30分以内）
にレジまでお持ち頂き、
ご招待券をお受取りください。

③「東京ワンピースタワー」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
抽選で350組700名様ご招待！

http://kabu.amuseticket.jp/

お申込みはこちら

②「フエルサ ブルータ『Panasonic presents WA ! - Wonder Japan Experience』」ご招待券

・申込サイト登録住所にご招待券を普通郵便にて発送させて頂きます。
発送（普通郵便）
：2017年5月29日（月）予定

（パソコン･スマートフォン・携帯共通アドレス）

お申し込みは①
「Amuse Fes」
、
②
「フエルサ ブルータ」
、
③
「東京ワンピースタワー」
のうちどれか1つとなります。

③「東京ワンピースタワー」入場引換券

・申込サイト登録住所に入場引換券を普通郵便にて発送させて頂きます。
発送（普通郵便）
：2017年5月29日（月）予定

WEB受付システムでのお申込み方法

お申込みには「株主番号」と「パスワード」が必要になります。

http://kabu.amuseticket.jp/ （パソコン･スマートフォン・携帯共通アドレス）

株主番号：この案内状をお送りした封筒の宛名ラベル右下に記載されている8桁の番号

にアクセスしてください。

パスワード：この案内状をお送りした封筒の宛名ラベルに記載されている7桁の郵便番号

1.申込／公演詳細へ
2．
株主番号(8桁)、パスワード(郵便番号7桁)を入力
3．
利用規約をご確認の上、メールアドレスを入力
4．
ご入力いただいたメールアドレスへ申込者情報登録用メールが届く
※@oh-bo.comからのメールが受取れるよう事前にドメイン設定などをご確認ください。
受付QRコード
5．
メールに記載のURLへアクセス
6．
申込者情報を入力
※②「フエルサ ブルータ」をご希望の方
※②「フエルサ ブルータ」もしくは③「東京ワンピースタワー」をご希望の方
当選された場合、
「申込者情報」
にご登録頂きましたご住所へご招待券
・
入場引換券を
お送り致します。お間違えの無いようご注意ください。

7．
申込情報を入力

●申込完了後、注文番号が発行されます。マイページにログインするには注文番号と
ご登録メールアドレスが必要となります。
ので予めご了承ください。

日程

開演時間

当選数

０１

２０１７年８月５日(土)

１３:００

２５組５０名様

０１

０２

２０１７年８月６日(日)

１６:３０

２５組５０名様

０２

日程

開演時間

２０１７年８月５日(土)

１３:００

２５組５０名様 この封筒はお手元に大切に保管してく ださい

１６:３０

２５組５０名様

１４:００

２５組５０名様

２０１７年８月６日(日)

０３

２０１７年８月１１日(金･祝)

１４:００

２５組５０名様

０４

２０１７年８月１９日(土)

１６:３０

２５組５０名様

０４

２０１７年８月１９日(土)

１６:３０

２５組５０名様

２５組５０名様

０５

２０１７年８月２０日(日)

１３:００

２５組５０名様

２５組５０名様

０６

２０１７年８月２５日(金)

２０:００

２５組５０名様

２５組５０名様

０７

２０１７年８月２６日(土)

２０:００

２５組５０名様

０８

２０１７年８月２９日(火)

１６:３０

２５組５０名様

０７
０８

２０１７年８月２０日(日)
２０１７年８月２５日(金)
２０１７年８月２６日(土)
２０１７年８月２９日(火)

１３:００
２０:００
２０:００
１６:３０

２５組５０名様

希望公演番号をお選び下さい。お申し込みは1公演のみとなります。

インフォメーションセンター
＜お申込み・お受取りに関するお問い合せ＞

電話番号：050-3535-9559

【開設期間：4月17日(月)〜６月16日(金)】
（土・日・祝祭日休業）
【受付時間：13:00〜17:00】

２０１７年８月１１日(

)

当選数【 株主優待（ 抽選） 案内在中】 必ずご 開封下さい

０３

０５

郵便番号７桁

東京都○○区○○○○1 2 3 -4 5 6
○○ビルディング○○階
アミューズ太郎 様

公演番号

０６

●受付開始時と受付終了間際はアクセスが集中し繋がりにくくなる事が予想されます

〒000-0000

12 3 4 56 7 8

株主番号８桁

◆注意事項◆
この案内状の内容を必ず最後までお読みください。
お申込みをされた時点で、内容に同意されたものとさせて頂きます。
ご当選された場合、公演終了またはご招待券・入場引換券お受取りまで、
こちらの案内状を保管願います。

③「東京ワンピースタワー」

①「Amuse Fes in MAKUHARI 2017 ‒ rediscover ‒」
抽選で100組200名様ご招待！

【「Amuse Fes in MAKUHARI 2017 ‒ rediscover ‒」特設サイト】 http://www.amusefes.jp/
※ご当選された場合は、
ご自身でご招待券を発券して頂きます。発券方法については、この案内状の裏面の「お申込みにあたって」をご覧ください。

音楽フェス『Amuse Fes』がリニューアルし、2年ぶりに復活！
ポルノグラフィティが中心となってアミューズ所属アーティスト同士が集まり
懇親会を兼ねて行っていたバーベキュー（BBQ）大会を、盛大にファンの皆
さんとも一緒に盛り上がろうということで、2013年〜2015年の3年間、静
岡県・つま恋で開催された『Amuse Fes BBQ in つま恋 〜僕らのビートを喰
らえコラ！〜』！
このイベントが1年の準備期間を経て復活します。
今回は場所を野外から屋内の千葉県・幕張メッセに移し、タイトルも
『Amuse Fes in MAKUHARI 2017 ‒ rediscover -』に一新。屋内ならで
はの照明や映像などの演出により、アミューズアーティストの世界観を存分に
発揮しつつ、新しい面、音楽シーンを再発見（rediscover）できるような
フェスを目指します。
開催日は6月4日(日)！ぜひご一緒に生まれ変わった『Amuse Fes』で最高の
思い出を作りましょう！
――――――――――――――――――公演概要――――――――――――――――――
会場：幕張メッセ国際展示場 9・10・11 （千葉県・千葉市美浜区）
時間：開場 11:00 / 開演 13:00 / 終演予定 19:00 （予定）
出演者：高橋優、Perfume、ﬂumpool、ポルノグラフィティ
WEAVER、阪本奨悟、さくら学院、Skoop On Somebody、藤原さくら、
FLOW（発表順、五十音順）
日程：6月4日（日）
席種：アリーナ・スタンディング（ブロック指定/入場整理番号付）
※4歳以上はチケットが必要です（大変申し訳ございませんが、0〜3歳児はご入場頂けません）

②「フエルサ ブルータ
『Panasonic presents WA ! - Wonder Japan Experience』」
抽選で200組400名様ご招待！

②「フエルサ ブルータ

」

【フエルサ ブルータ『Panasonic presents
WA ! - Wonder
JapanWA
Experience』
オフィシャルサイ
ト】perience』
http://fbw.jp/
『Panasonic
presents
! - Wonder
Japan Ex
※2 枚 1 組でのご招待になりますので、1 枚ずつ 2 公演にわたってのお申込みはできません。
※座席番号はすべて抽選となっておりますので、前方の席をご用意できるとは限りません。

アミューズが創立 40 周年事業のひとつとして世界的演出家ディキ・ジェームス
と企画制作し、自信をもってお届けするオリジナル新作パフォーマンスが 2017
年夏ついにスタート。
本拠地ブエノスアイレスはもちろん、ニューヨークでの約 10 年間に及ぶロング
ラン公演をはじめ、世界 30 カ国 60 都市以上で公開され計 500 万人以上の観
客を魅了してきた舞台芸術集団、
「フエルサ ブルータ」
！今回は、日本にインスパイ
アされた最新バージョンを東京で世界初公開します。
1 階はオールスタンディング。
セリフのないノンバーバルな世界で、パフォーマー
は空中を駆け巡り、壁を突き破り、頭上に迫りくるプールから観るものを誘惑しま
す。
日本の伝統音楽にビートが絡むダイナミックなダンスミュージック。
外国人の
みならず、日本人の私たち自身も
「日本ってかっこいい！」
と誇りを持てる最先端の
パフォーマンスです。
常識を超えたエンターテインメントをぜひ会場にてご堪能ください。
――――――――――――――――――公演概要――――――――――――――――――
会場：ステラボール（東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテル･アクアパーク品川内）

お申込み可能な日程・開演時間
公演番号

日程

開演時間

当選数

０１

２０１７年８月５日(土)

１３:００

２５組５０名様

０２

２０１７年８月６日(日)

１６:３０

２５組５０名様

０３

２０１７年８月１１日(金･祝)

１４:００

２５組５０名様

０４

２０１７年８月１９日(土)

１６:３０

２５組５０名様

０５

２０１７年８月２０日(日)

１３:００

２５組５０名様

０６

２０１７年８月２５日(金)

２０:００

２５組５０名様

０７

２０１７年８月２６日(土)

２０:００

２５組５０名様

０８

２０１７年８月２９日(火)

１６:３０

２５組５０名様

ご招待席種：2階指定席
※1階オールスタンディングエリアにご入場していただく事も可能です。
※車椅子でご来場の場合は、1階車椅子エリアへのご案内となりますのでご了承ください。
【注意事項】
●本公演の上演時間は、約70分を予定しております。
●未就学児のご入場はお断りいたします。小中学生がご来場の場合は、成人保護者のご同
伴をお願いいたします。
●本公演は、上演中にストロボライトが使用されます。また、演出の都合上衣類等、濡れ
る場合がございますので、予めご了承お願いいたします。

抽選で350組700名様ご招待！

【「東京ワンピースタワー」 公式サイト】 http://onepiecetower.tokyo/
入場引換券有効期限：2018 年 3 月 31 日
（土）

東京ワンピースタワーは、
「週刊少年ジャンプ」( 集英社 ) で連載中のアニメ『ONE
PIECE』
の大型常設テーマパークです。
〝麦わらの一味〟
をテーマにした 9 つのアトラクションやライブショー、レストランやカ
フェ、そして限定のオリジナルグッズが買えるショップなど、その魅力を十分に堪能で
きます。
『ONE PIECE』
連載 20 周年イヤーの今年は、4 月 29 日から大人気
「ONE PIECE
LIVE ATTRACTION」
が原作者 尾田栄一郎氏監修で第 3 弾に突入するほか、連載
20 周年を記念した特別企画展もスタートします！
所在地：東京都港区芝公園 4 丁目 2-8 東京タワーフットタウン内
営業時間：10 時〜 22 時（最終入園 21 時 )
※営業時間、休園に関する情報はご来園前にホームページまたはお電話にてご確認ください。
公式サイト URL http://onepiecetower.tokyo/
公式 SNS
[ 東京ワンピースタワーツイッター］@onepiecetower
[トンガリ電伝虫ツイッター］
＠tongari̲denden
[ 東京ワンピースタワー Facebook］https://www.facebook.com/onepiecetower.tokyo
[ 東京ワンピースタワー LINE＠]＠topt
[ 東京ワンピースタワー Instagram]tokyoonepiecetower
※ご利用の際には必ず本券を東京ワンピースタワー 3Fチケットカウンターまでご持参下さい。入園に必要なチケットとお引換え致します。
※本券は大人、中人、小人に関わらず、
１枚につき１名様のみご入園頂けます。
（4歳以上の方はチケットが必要です）
※本券は入園、アトラクション利用(一部課金サービスは除く)、ライブショーの鑑賞が可能です。ただし、ライブショーの鑑賞については、
満席の場合、お断りする場合もございます。予めご了承下さい。
※盗難、紛失等の責任は負いません。
※返金、換金、再発行は致しません。
「東京ワンピースタワー」 ※本券を売買することを禁止致します。
※天災地変等の不可効力、その他当社の責に帰さない事由によりパーク営業に支障が生じた場合、本券の補償は致しかねます。
入場引換券に
※混雑状況によっては、
ご入場を制限させて頂く場合もございます。
関するご注意
ご来園前に公式ホームページにて混雑状況をご確認頂くことをお勧め致します。
※小学生未満のお子様には必ず中学生以上の方がご同伴をお願い致します。お子様のみでのチケットのご利用はできません。
※３歳以下のお子様は、保護者様同伴に限り無料でご入園頂けます。
※パークの混雑状況によってご入園、アトラクション等をお待ち頂いたり、入場制限させて頂くことがございますので予めご了承下さい。
※パーク内にはご飲食物の持ち込みはできません。
※駐車場は、東京タワーに隣接する地上駐車場と地下駐車場がございます。
（有料）
※入場引換券の有効期限は2018年3月31日（土）までとなります。
※入場引換券の期限を過ぎた場合は無効となりますので予めご了承下さい。

お申込み前にお読みください
●お申込み完了後の変更・キャンセルは一切お受けできませんので、予めご了承ください。
●各受付の定員数を越えるお申込みがあった場合は抽選となります。抽選の結果、ご希望に添えない場合
もございますので、予めご了承ください。
●他の株主様のお申込みと一緒にご招待券・入場引換券を用意することはできませんのでご了承ください。
●お申込み受付は、WEBのみ（お電話での受付はございません）株主様おひとりにつき1回のみとさせて
頂きます。
●先着順ではございませんので、
アクセスが集中し繋がりにくい場合は、
お時間をおいてお申込みください。
●受付終了時刻等はNTT時報を基準とさせて頂きます。
●ご招待券・入場引換券はいかなる事情
（紛失・消失・破損等）
でも再発行できませんのでご注意ください。
また、
当日ご招待券・入場引換券をお忘れの場合はご入場できません。
ご招待券・入場引換券は大切に保管ください。
●応募は株主様ご本人に限らせて頂きます。
●ご招待券・入場引換券の転売、
譲渡、
交換によるトラブル等に関しましては、
弊社で一切責任を負いません。

転売禁止について
株主優待（ご招待券・入場引換券）
を営利目的で第三者に転売する行為は一切禁止されています。また、転売の
ために第三者に提供する行為も禁止されています
（インターネットオークション等への出品を含む）
。また、友人・
知人の方にお譲り頂く際も、第三者に転売する行為
（インターネットオークション等への出品を含む）
はされない
ように必ずご説明をお願いします。

