FC会員チケット料金

1枚

9,000 円（税込）

お申込み方法

●3歳以上チケット必要。2歳以下2名につき1枚チケット
必要。
（ 親子席は、2歳以下でも1名につき1枚
チケット必要）
●ご当選の場合、別途申込手数料700円が必要になります。

同行者も嵐ファンクラブ会員に限ります。

公演当日は、入場時にインターネットに接続できるスマートフォン・タブレット端末が必要ですので、ご持参ください。

公演スケジュール
会 場

[愛知]ナゴヤドーム

[東京]東京ドーム

[福岡]福岡ヤフオク！ドーム

[東京]東京ドーム

[北海道]札幌ドーム

[大阪]京セラドーム大阪

[東京]東京ドーム

[福岡]福岡ヤフオク！ドーム

[愛知]ナゴヤドーム

[東京]東京ドーム

公 演 日

開演時間

4 月13 日（土）
4 月14 日（日）

18:00

4 月18 日（木）
4 月19 日（金）

18:00

4 月20日（土）
4 月28日（日）

18:00

4 月29日（月・祝）
5 月17 日（金）

12:00

15:00
18:00
18:00
18:00

親子席（着席限定）のご案内 ～抽選です～
☆親子席は、小学3年生以下のお子様（以下、
子ども）のためのブロックです。公演中は、
必ず座ってご覧いただきます。
☆お申込みは、
「大人
（保護者）
1名」
、
「小学3年生
以下1名（子ども）」の2名で必ずお申込み
ください。
組み合わせは以下の1通りのみです。

【親子席 2枚】

5 月18 日（土）
5 月19 日（日）

18:00

8 月30日（金）
8 月 31日（土）

18:00

9 月 1 日（日）
10 月30日（水）

16:00

10 月 31日（木）
11月14 日（木）

18:00

11月15 日（金）
11月16 日（ 土）

18:00

11月21日（木）
11月22日（金）

18:00
18:00

◎親子席は抽選でのご用意です。親子席がお取りできない
場合、一般席となる・落選となることがあります。
ご当選の場合、デジタルチケット ( QRコード)画面にて
ご当選席種をご確認ください。

11月23日（土・祝）
11月29日（金）

15:00

◎親子席がご当選の場合は、お申込み全席「親子席」と
なります。

18:00

11月30日（土）
12 月 1 日（日）

18:00

◎公演当日、ご本人確認を行います。
お申込み者ご本人がお申込み時に登録された同行者
を同伴ください。
また、ご来場の際、必ず代表者・同行者の会員証・ご本人
確 認 が で き る 公 的 な 証 明書（コピー 不 可 ）をご 持 参
ください。

12 月 6 日（金）
12 月 7 日（ 土）
12 月 8 日（日）

18:00

12 月13 日（金）
12 月14 日（土）

18:00

12 月15 日（日）
12 月24日（火）

15:00

12 月25日（水）

18:00

16:00
18:00
18:00
18:00
16:00

18:00
18:00

☆2歳以下のお子様も、
1名につき1枚チケット
(座席券)が必要です。
☆必ず保護者がご同行ください。子どものみ
のご入場はできません。
☆保護者・子ども、共に嵐ファンクラブ会員限定
でのお申込み受付となります。
■大人（保護者）
大人
（保護者）
の方の続柄は問いませんが、子ども
の 親 権 者、または、親 権 者 から保 護 者として の
委任・許可を得た方（成人/20歳以上）にかぎり
ます。
■子ども
2019年4月時点で小学3年生以下の方
◎お申込み時に代表者・同行者の嵐ファンクラブ会員番号・
お名前・第1希望 公 演当日の年齢が必要となります。

車 椅 子 席をご希 望 の 方 へ

16:00
18:00
18:00

※追加公演が決定した場合、お申込みいただいた公演日時以外の同一会場公演でご当選の場合があります。また公演
スケジュールは、変更になる場合があります。あらかじめご了承のうえ、お申込みください。

お申込み

【WEB申込み】
1/28
（月）
～2/8（金）

抽選結果の
ご案内

当選の場合

代表者の会員番号（末尾）により、
抽選結果のご案内日が異なります。

『Pay-easy（ペイジー）
』
にて
チケット料金のお支払い
〔お支払い期限〕

抽選

締切日
2/8（金）以降に
抽選

会員番号「末尾 0～4」 3/1（金）以降

会員番号「末尾 0～4」 3/6（水）

会員番号「末尾 5～9」3/13（水）以降

会員番号「末尾 5～9」3/18（月）

ご案内予定

お支払い方法は裏面Q4を
必ずご確認ください。

《お申込み例》

子 ども

[大阪]京セラドーム大阪

抽選

大人

[北海道]札幌ドーム

代表者として1回、同行者として1回お申込み可能です。
1回のお申込みで、
［1公演・チケット2枚まで］受付可能です。
ご当選の場合、お支払い期限までに、
『Pay-easy（ペイジー）』にて
チケット料金のお支払いが必要です。

☆お申込みの際に必ず車椅子の登録をお願いします。

ファンクラブ会員
サイトにログイン後、
QRコードの表示
ができます。
※当選公演日の
3日前までに
ご案内いたします。

デジタルチケット
(QRコード)を
提示してご入場

※ お 座 席 番 号 は、公 演 当日
ご入 場 の 際に発 券 する
「 座 席 券 」に て お 知ら せ
いたします。
※当日は来場者全員おそろいの
うえ、入場口にて人数分の
「 座 席 券 」を お 受 け 取り
ください。

●代表者としてのお申込みは、お1人様1回のみです。代表者として2回以上のお申込みはできません。
●2名でお申込みの際は、同行者情報［①嵐ファンクラブ会員番号 ②氏名 ③第1希望公演当日の年齢（親子席をご希望の場合のみ）］が必要です。
同行者をお決めになってからお申込みください。
（同行者も、嵐ファンクラブ会員に限ります）
●第1～第3希望までご希望公演をお選びいただけます。第1希望は、必ずご登録ください。第2・第3希望は、ご希望があればご登録ください。
ご当選の場合は、第1～第3希望のいずれか1公演のみ当選します。第4希望は、希望する方のみ「いつでもどこでもよい」をお選びください。
「いつでもどこでもよい」をご希望いただいた場合は、すべての公演で、ご当選の可能性があります。
●代表者としてお申込みした公演以外の公演を、同行者としてお申込みすることは可能です。同行者としてのお申込み回数は、お1人様1回のみです。
ただし、1個人で同一日時公演のお申込みが複数あった場合、すべてのお申込みが無効となります。希望公演日時の重複にご注意ください。
※裏面「コンサートQ&A Q2-4」もあわせてご確認ください。

●お申込みは【WEB】のみの受付です。
【ハガキ】での受付はありません。ご注意ください。

受付期間

（月）昼12:00～2/8（金）17:00まで
1/28

受付URL

https://j-fc.jp/tour/356

●受付開始直後、締切日直前は、繋がりにくい状況が
予想されます。時間をおいてから再度アクセス
をお願いいたします。また、余裕をもってお申込み
ください。

※嵐 FC会員番号での
ログインが必要です。

アクセスの集中が予想されるため、
抽選結果を2回にわけてご案内いたします。
代表者の会員番号（末尾）により、
抽選結果のご案内日が異なります。

▼上記URLはこちらからも
アクセスできます

代表者の
会員番号

●お 申 込みの早い・遅いは抽選結果とは一切関係
ありません。お間違いのないよう、焦らずお申込
みください。
●フィーチャーフォン（ガラケー）ではお申込みでき
ません。

抽選結果

●セキュリティ強化にともない、お申込みフォームは、
一部の機種環境では正しく動作しない場合があり
ます。その際は、他の機種環境で再度アクセスの
うえ、お申込みください。

ファンクラブ登録メールアドレスに変更のある方は、申込締切日
までに変更手続きをお取りください。変更方法は裏面Q6をご確認
ください。

☆付き添いの方もチケットが必要です。
（嵐ファンクラブ
会員に限ります）

（メールアドレスの変更時期によっては、変更後のメールアドレスへ配信できない
場合があります。あらかじめご了承ください）

☆当選された場合、ジャニーズファミリークラブから
ご案内ハガキをお送りいたします。

※受付完了メール･当選メールの配信ドメイン｢ fc-member.johnnys-net.jp ｣
から の メー ル が受 信 できるよう、お申込み前にご自身で受信設定をご確認
ください。

☆お申込みの際ご登録を忘れた場合は、必ずジャニーズ
ファミリークラブにご連絡ください。ただし、お申込み
完了後は、お受けできない場合もあります。

ご入金
確認後

※メール受信セキュリティ機能拡張(フィルター強化)にともない、受信者側端末
の設定があらためて必要な場合があります。

☆安全確保のため、お席まで係員がご案内いたします。
必ず付き添いの方もご同行ください。

お申込み前に、裏面注意事項・Q&Aもご確認のうえ、お申込みください。

抽選結果の
ご案内日

チケット料金
お支払い期限

末尾 0～4

3/1
（金）以降

3/6（水）
まで

末尾 5～9

3/13（水）以降

3/18
（月）
まで

※抽選結果のご案内開始は、メール伝言板にてお知らせいたし
ます。
ご案内開始後、
ファンクラブ会員サイト 本公演案内ページの
「申込 確認」より、抽選結果（当選・落 選 ）を確 認 することが
できます。
※当選の場合、お支払い期限までに「Pay-easy（ペイジー）」
にて チケット料金のお支払いが必要です。お支払い期限を
過ぎるとお支払いができなくなります。必ずお支払い期限内
にお手続きをお願いいたします。
（お支払い方法は裏面Q4を必ずご確認ください）
※落選の場合、メー ル で の 抽 選結果のご案内はありません。
ご了承ください。
ご当選でもメールが受信できない場合がありますので、必ず
本公演案内ページの「申込確認」
で抽選結果をご確認ください。

コンサートQ&A

ジャニーズ公式ホームページ内

デジタルチケット(QRコード)について
Q1- 1 デジタルチケット(QRコード)は、
どのように受取れますか？
A1- 1 嵐ファンクラブ会員サイトにログイン後、QRコードの表示

https://www.fc-member.johnnys-net.jp/support_faq にて「よくあるお問合せ」もご参照ください。

抽選結果の確認について
Q3-1 抽選結果はいつわかりますか？

抽選結果を2回にわけて
A3-1 アクセスの集中が予想されるため、

ご案内いたします。
代表者の会員番号（末尾）により、抽選結果のご案内日が
異なります。

ができます。

会員番号「末尾 0～4」
：3/ 1(金)以降[お支払い期限 3/ 6(水)]
会員番号「末尾 5～9」
：3/13(水)以降[お支払い期限 3/18(月)]

Q1-2 1つのQRコードで代表者・同行者別々に入場できますか？
A1-2 別々にご入場することはできません。

当日は代表者・同行者おそろいのうえ、入場口にて人数分の
「座席券」をお受け取りください。

Q3-2 抽選結果はどのように確認すればよいですか？

公演当日ご入場の際に発券する「座席券」にて
A1-3 お座席番号は、

A3-2 ご案内開始後、ファンクラブ会員サイト 本 公演案内ページ

の「申込確認」にて、抽選結果（当選・落選）を確認すること
ができます。

お知らせいたします。

※抽選の結果、前後のお席、通路を挟んだお席や、会場の規定により安全のため
座ったまま鑑賞していただくお席でのご用意となる場合があります。
※親子席をご希望の場合でも、一般席となる場合があります。

※当選の場合、お支払い期限までに「Pay-easy（ペイジー）」にて
チケット料金のお支払いが必要です。お支払い期限を過ぎるとお支払いができ
なくなります。必ずお支払い期限内に抽選結果をご確認のうえ、
お手続きをお願い
いたします。
（Q4をご確認ください）
※落選の場合、メールでの抽選結果のご案内はありません。

お申込み方法について

【WEB】
にてお申込み
A2-1 インターネットに接続できる環境で、

ください。
（【ハガキ】での受付はありません）
ファンクラブ会員サイトにログイン後、本公演案内ページ
の「申込確認」にて、ご自身で申込内容や抽選結果などを
ご確認いただくことができます。

当選後のお支払いについて
『Pay-easy（ペイジー）』にてチケット料金＋申込手数料をお支払いください。
『Pay-easy（ペイジー）』とは･･･
税金や公共料金、各種料金などを、ATM、パソコン、スマートフォンを利用して支払うことができるサービスです。

全国主要銀行（一部銀行対象外）、ゆうちょ銀行にてお支払いいただけます。

ファンクラブ会員サイトにログイン
にて登録住所・
後、
「FC会員Uページ」
電話番号・携帯電話番号などの変更
ができます。

※郵送・FAXでの登録内容変更届の受付は終了
いたしました。インターネットの利用環境がなく
「FC会 員Uページ」からの登 録変更ができない
という方は、電話にて、
ジャニーズファミリークラブ
へお問合せください。

お申込みに際しての注意事項

https://j-fc.jp/
ファンクラブ会員サイトにログイン
にて
「メール
後、
「 FC 会員 U ページ」
アドレスの 新 規 登録」
「
、 登録済み
メールアドレスの修正・変更」ができ
ます。

※受付完了メール・当選メール以外にも、
ファン
クラブ 登 録メー ル アドレスへ 、ジャニ ーズ
ファミリークラブより、コンサート・舞台情報
やアーティスト最新情報をお知らせいたし
ます。会員特典のため、登録料・利用料は無料
です。通信費はご負担ください。
※個人情報の取り扱いについては、会員規約・
チケット販売規約をご確認ください。

■ 代表者・同行者にかかわらず、
１個人で同一日時公演へ複数お申込みが
あった場合、すべてのお申込みが無効となります。ご注意ください。

■ お申込みの際、未成年者の方は、必ず親権者の同意を得たうえで
お申込みください。

■ 抽選の結果、第２希望以降または追加公演が当選となる・落選となる
場合があります。あらかじめご了承のうえ、お申込みください。

■ 持病など体調面で参加が不安な方・お怪我をされている方は、必ず
かかりつけ医師にご相談のうえ、お申込みください。

■ お申込み時の通信費は、お客様のご負担となります。

■ ご来場の際は必ず、会員証・ご本人確認ができる公的な証明書（コピー
不可）をご持参ください。

■ 抽選の結果ご当選でも、お支払い期限までに正しいご入金がない
場合は、当選無効となります。最新情報をご確認のうえ、必ずお申込みの
ご本人が抽選結果・お支払い方法をご確認ください。
■ お支払い後は、ATMご利用の場合「ご利用明細票」/ネットバンキング
（モバイルバンキング）ご利用の場合「確認画面」を、公演終了まで
大切に保管（保存）してください。

■ ご当選の場合、お座席は抽選です。前後のお席、通路を挟んだお席や、
会場の規定により安全のため座ったまま鑑賞していただくお席での
ご用意となる場合があります。

※お支払い期限を過ぎると、お支払いができなくなります。その場合、当選無効となり、
チケットのご用意ができませんので、必ずお支払い期限内にお手続きをお願いいたします。
※『Pay-easy(ペイジー)』決済は、お支払い操作が完了した時点が取扱日となります。
なお、入金確認にお時間がかかる場合があります。余裕をもってお支払いください。

ファンクラブ会員サイトからメールアドレスの登録・変更ができます。

ジャニーズ公式ホームページ掲載の「チケット販売規約」も必ずご確認ください。
お申込みは、チケット販売規約に同意いただいたうえでお手続きされたものとみなします。

ご当選の際、お支払いに必要な「お支払い期限」
「収納機関番号」
「お客様番号」
「確認番号」
「お支払い
合計金額」をご案内いたします。
●お支払い期限内に、
ATMまたはインターネットバンキング
（モバイルバンキング）
にてお支払いください。

A2-2 代表者としてのお申込みは、

メールアドレス新規登録・変更方法について

※詳しくはファンクラブ会員サイトをご覧ください。

■ 申込受付期間終了後、お客様の諸事情(交通事情等含む)による、
お申込み内容の変更・追加・キャンセル、返金はできません。

●

お1人様1回のみ［1公演・チケット2枚まで］です。
代表者として2回以上のお申込みはできません。

https://j-fc.jp/

※『Pay-easy（ペイジー）』は、一般的なお振込みとは異なりますので、
『 Pay-easy（ペイジー）』に
対応していない金融機関からのお支払いはできません。

Q2-2 ２公演行きたいです。代表 者として２回申込むことはでき

ますか？

ファンクラブ会員サイトより登録内容変更手続きを必ずしてください。

※抽選結果のご案内開始は、
メール伝言板にてお知らせいたします。
※ご案内日の早い・遅いは、抽選結果とは一切関係ありません。

Q1-3 座席番号はいつ分かりますか?

Q2-1 どのように申込みをしたらよいですか？

FC登録内容（住所・姓）変更方法について

■ 公演の中止・延期に伴う、会場までの旅費等の補償はいたしません。
■ 譲渡・転売目的の購入はおやめください。会員番号の譲渡・名義貸し等は
厳禁です。注意事項に従っていただけない場合は、当選無効となる
場合があります。また、次回から会員としての優先受付ができなく
なります。
■ このご案内は、公演終了までなくさず保管してください。

『Pay-easy(ペイジー)』お支払い方法
Q2-3 代表者として1回申込みしました。
（嵐ファンクラブ会員の友人の）同行者としても申込みすること

ATM

『Pay-easy（ペイジー）』マークのついたATMで、
現金またはキャッシュカードを使ってお支払い

パソコン
スマートフォン

インターネットバンキング（モバイルバンキング）で
『Pay-easy（ペイジー）
』
を選択してお支払い

はできますか？

A2-3 はい、
同行者としても、お1人様1回のみお申込みできます。
（Q2-4参照）
ただし、
希望公演の重複にはご注意ください。

同行者として2回以上のお申込みがあった場合、すべて
のお申込みが無効となります。ご注意ください。

1

2

Q2-4 代表 者として申込みした公演と同じ公演を、
同行者として

申込むことはできますか？

できません。
『代表者で登録した第1～第3希望の
A2-4 いいえ、

公演』
と同じ公演を、同行者で
“希望する順番”
を変えたり、
“組み合わせ”
を変えたりして重複申込みすることはできま
せん。
● 代表者A/同行者B

O
[第1希望：愛知4/13、第2希望：愛知4/14、第3希望：東京4/18]
K
例 ● 代表者B/同行者A

[第1希望：東京4/19、第2希望：東京4/20、第3希望：福岡4/28]

＊第1～第3希望の公演が重複しているためＮＧ

N ●代表者A/同行者B
G
[第1希望：北海道5/17、第2希望：北海道5/18、第3希望：北海道5/19]
例

●代表者B/同行者A
[第1希望：北海道5/18、第2希望：北海道5/19、
第3希望：北海道5/17]

※代表者・同行者問わず、同一日時公演へのお申込みは、お1人様1回のみです。
1個人で同一公演日時のお申込みが複数あった場合、
すべてのお申込みが無効
となります。ご注意ください。
※第4希望「 いつでもどこでもよい 」は代表者・同 行 者 そ れぞ れの お 申込みで
お選びいただけます。
（同じ公演が当選することはありません）

3

4

（金融機関とのインターネットバンキングのご契約が必要です）

ご当選の際にお知らせする、
「収納機関番号」
「お客様番号」
「確認番号」を
ご確認ください。

お問合せ先：

〒150-8566 ジャニーズファミリークラブ （郵便番号と宛先のみで届きます）
「ARASHI Anniversary Tour 5×20」お問合せ係
※名前・会員番号・住所・電話番号・公演コード・用件をご記入ください。

0570-033-366
（受付時間／11:00～18:00）

ATM画面もしくは、インターネットバンキングにログイン後、
「税金・各種料金の払込」を選択してください。
画面にしたがって、
「収納機関番号」
「お客様番号」
「確認番号」を入力
してください。
画面に表示されたお支払い内容（「お客様番号」、
「支払い合計金額」に
誤りがないこと）を必ずご確認のうえ、お支払いください。
払込先欄は「ヤング・コミュニケーション」と表示されます。

※お支払い時に、
『 Pay-easy（ペイジー）』手数料140円（税込）がかかります。
別途お客様にてご負担ください。
※各金融機関により、ご利用いただけるサービス時間などが異なります。詳しくは、
各金融機関にご確認ください。
（ATMで休日・夜間等にお支払いする場合、金融機関に
よってはATMの時間外手数料がかかることがあります）
※コンビニエンスストアに設置されているATM・店頭端末ではご利用いただけません。金融機関ATMをご利用ください。
※お支払いは、ご当選者様以外の口座からでもお支払いいただけます。
（お支払いを
行った口座の名義等の情報は、
ジャニーズファミリークラブへは通知されません）
※ご当選の際にお知らせする、
「収納機関番号」
「お客様番号」
「確認番号」は、お客様へ
ご案内する今回の当選公演に限り有効な支払情報です。当選者・当選公演ごとに異なる
支払情報をご案内しています。
（支払情報の共有はできませんので、
ご注意ください）
※ATMまたはインターネットバンキング（モバイルバンキング）の操作方法については、各金融機関にお問合せください。

ジャニーズ総合 Information

ジャニーズ公式ホームページ・・・・ https://www.johnnys-net.jp/
24時間音声サービス・・・・・・・・・・ 050-3134-3900 （最新情報をお伝えしております）

■お問合せの際には、お手元に会員番号・お名前・用件をご用意のうえ、会員ご本人様からお問合せください。

■電話番号は市外局番なし・プッシュ回線の電話でおかけください。

■一部の携帯電話・PHS・IP電話受付不可。一般公衆電話の利用可。ご契約電話事業者に接続可能かをご確認ください。

■お間違えのないよう、ゆっくりおかけください。

(19.01)

