
GFRIEND 
イベント＆店頭特典に関して 



イベントご参加のお客様へ 

※イベント会場へは必要最小限の手荷物でお越しいただきますようご協力の程よろしくお願いいた
します。 
※撮影機器、録音・録画機器・携帯電話・スマートフォン・携帯ゲーム機による記録行為は一切禁
止といたします。 
※タレントへのプレゼントの直接手渡しはご遠慮ください。プレゼント・手紙等はスタッフまたは
プレゼントボックスにお預けくださいますようお願いいたします。また、飲食物、現金、金券等の
プレゼントはお控えください。 
 
★その他、必ず各イベント詳細ページの「注意事項」のご確認もお願い致します。 
イベントは参加されるお客様全員のご理解とご協力のもと、実施が可能となります。 
注意事項をしっかり守って楽しいイベントにしましょう。 
ご理解・ご協力をよろしくお願い致します。 
 
 
 ご来場のお客様がイベントを楽しめるよう、

円滑な運営に努めて参りますので、 
ファンの皆様同士でルールとマナーの厳守

の徹底をお願い致します。 



GFRIEND 
商品形態に関して 



「今日から私たちは ～GFRIEND 1st BEST～」は 
全5形態での発売です！ 

≪全国のCDショップ／オンラインショップにて販売される商品≫ 
●初回限定盤Type-A（CD+Photo Book）定価¥4,167+税 
●初回限定盤Type-B（CD+DVD）¥3,241+税 
●通常盤（CD）定価¥2,778 +税 
 
 
 

≪「KING e-SHOP（オンラインショップ）」限定で販売される商品≫ 
●KING e-SHOP盤（CD）定価￥2,778+税 
 
 
 

≪「キャラアニ・チャンス（オンラインショップ）」限定で販売される商品≫ 
●WEB盤（CD+個別メンバーハイタッチ会参加券）定価￥2,778+税 

※「初回限定盤A,B」「通常盤（初回製造分のみ）」に「個別名刺お渡し会参加券」または「トレカ（集合１種、メンバー別6種の全7種よりランダム1種）」封入 

※初回製造分のみ「個別名刺お渡し会参加券」または「トレカ（集合１種、メンバー別6種の全7種よりランダム1種）」封入 

※各形態、すべてジャケット写真が異なります。 
※各形態のCDの収録内容はすべて同内容となります。 

本資料では･･･ 
 

●初回限定盤Type-Aを「初回盤A」「初回限定盤A」と 
略している箇所もございます。 

 

●初回限定盤Type-Bを「初回盤B」「初回限定盤B」と 
略している箇所もございます。 

 



GFRIEND 
イベントに関して 



イベント＆抽選会スケジュール 
 タワーレコード渋谷店（はずれなし抽選会） 5/22（火）商品入荷時～18：00 

•タワーレコード渋谷店で「初回盤A」「初回盤B」「通常盤」のいずれかをご購入で、スペシャルイベントへの参加招待など、豪華景品が当たるスペシャル抽選会に参加できる 

 東京都内某所（上映会＆撮影会） 5/22（火）19:30 

•KING e-SHOP盤を【4月23日（月）17：00までに】ご予約頂いた方の中から抽選で【150名様】をご招待。試写会終了後、メンバー全員とお客様との撮影会。 

•開催場所はご当選者様のみに通知。 

 タワーレコード渋谷店（はずれなし抽選会） 5/23（水）10:00～16:00 

•タワーレコード渋谷店で「初回盤A」「初回盤B」「通常盤」のいずれかをご購入で、スペシャルイベントへの参加招待など、豪華景品が当たるスペシャル抽選会に参加できる 

 ららぽーと豊洲（フリーライブ＆ハイタッチ会） 5/23（水）18:00 

•ライブ観覧無料。HMVららぽーと豊洲で「初回盤A」「初回盤B」「通常盤」を購入した方が、メンバー全員とのハイタッチ会に参加できる 

 タワーレコード渋谷店（①個別ジャケットサイン ②トーク＆握手会） 5/24（木）17：00/18：00 

•タワーレコード渋谷店での「はずれなし抽選会」で当選した【各メンバー最大5名ずつ最大合計30名様】をご招待して、個別ジャケットサイン会を開催。 

•タワーレコード渋谷店での「はずれなし抽選会」で当選した方をご招待して、「スペシャルトークイベント＆お見送り握手会」を開催。 

 ラゾーナ川崎（フリーライブ＆ハイタッチ会） 5/25（金）18：00 

•ライブ観覧無料。HMVラゾーナ川崎で「初回盤A」「初回盤B」「通常盤」を購入した方がメンバー全員とのハイタッチ会に参加できる。 

 東京流通センター（①個別握手会 ②個別ハイタッチ会 ③個別名刺お渡し会） 5/26（土）11:00/12:00/15:00 

•メーカー特典「個別握手会参加券が付いているかもしれないうちわ」にランダムで付いている「個別握手会参加券」で参加できるイベント。 

•「WEB盤」に付いている「個別ハイタッチ会参加券」、「初回盤A」「初回盤B」「通常盤」「KING e-SHOP盤」全4形態にランダムで封入されている「個別名刺お渡し会参加券」で参加できるイベント。 

 マイドームおおさか（①個別握手会 ②個別ハイタッチ会 ③個別名刺お渡し会） 5/27（日）11:00/12:00/14:30 

•メーカー特典「個別握手会参加券が付いているかもしれないうちわ」にランダムで付いている「個別握手会参加券」で参加できるイベント。 

•「WEB盤」に付いている「個別ハイタッチ会参加券」、「初回盤A」「初回盤B」「通常盤」「KING e-SHOP盤」全4形態にランダムで封入されている「個別名刺お渡し会参加券」で参加できるイベント。 

 あべのキューズモール（フリーライブ＆ハイタッチ会） 5/28（月）18：00 

•ライブ観覧無料。HMVあべのキューズモールで「初回盤A」「初回盤B」「通常盤」を購入した方がメンバー全員とのハイタッチ会に参加できる。 



5/22（火）＠タワーレコード渋谷店 
「初回限定盤Type-A（CD+Photo Book)」「初回限定盤Type-B（CD+DVD）」 
「通常盤（CD）」のいずれかをタワーレコード渋谷店にてご購入いただいた方に 

先着でご購入枚数分の抽選券をお渡しいたします。 
抽選券をお持ちの方は、店頭抽選会にご参加いただけます。  

 

■抽選会 開催時間 
 商品入荷時～18:00 
 

■CD購入場所 
 タワーレコード渋谷店 
  

■CD封入物 
 「個別名刺お渡し会参加券」or「トレーディングカード」がランダムで封入 
 ※「個別名刺お渡し会参加券」が封入されている場合、「個別名刺お渡し会」への参加も可能です 
  

■抽選会景品内容 

  1等：1人のメンバーのCDジャケットサイン会参加券【各メンバー最大5名ずつ最大合計30名様】 

 2等：GFRIENDスペシャルトークイベント＆お見送り握手会参加券 
 3等：サイン入りパネル ：【集合1名様、メンバー別6名様、合計7名様】 
 4等：タワーレコード渋谷店限定特典「ミニポスター（集合1種）」プレゼント 
  

■その他詳細 
 http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx 

http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx


抽選会景品絵柄(3等・4等) 

※現在公開中の画像は制作途中のものとなります。 
 絵柄やデザインは変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 

■4等：ミニポスター（集合1種） ■3等：サイン入りパネル 



5/22（火）＠都内某所 
KING e-SHOP盤を、 

応募期間中にご予約頂いた方の中から抽選で【150名様】を 
「プレミアム上映会＆メンバー全員との撮影会」にご招待いたします。 

 
■開催時間 
 開場19:00/開演19:30/終演（予定）21:00 

 ※会場はご当選者様のみに通知致します 

 
■CD購入場所 
「KING e-SHOP」http://kingeshop.jp/shop/cart/goodsagree.aspx?goods=KICS-93718 

 
■応募締切（予約受付期間） 
 ～4月23日（月）17:00 
 

■CD封入物 
「個別名刺お渡し会参加券」or「トレーディングカード」がランダムで封入 
  ※「個別名刺お渡し会参加券」が封入されている場合、「個別名刺お渡し会」への参加も可能です 
 

■その他詳細 
 http://kingeshop.jp/shop/pages/gfriend.aspx 
 

http://kingeshop.jp/shop/cart/goodsagree.aspx?goods=KICS-93718
http://kingeshop.jp/shop/cart/goodsagree.aspx?goods=KICS-93718
http://kingeshop.jp/shop/cart/goodsagree.aspx?goods=KICS-93718
http://kingeshop.jp/shop/cart/goodsagree.aspx?goods=KICS-93718
http://kingeshop.jp/shop/pages/gfriend.aspx
http://kingeshop.jp/shop/pages/gfriend.aspx


5/23（水）＠タワーレコード渋谷店 
「初回限定盤Type-A（CD+Photo Book)」「初回限定盤Type-B（CD+DVD）」 
「通常盤（CD）」のいずれかをタワーレコード渋谷店にてご購入いただいた方に 

先着でご購入枚数分の抽選券を配布いたします。 
抽選券をお持ちの方は、店頭抽選会にご参加いただけます。  

 

■抽選会 開催時間 
 5/23（水）10:00～16:00 
 

■CD購入場所 
 タワーレコード渋谷店 
  

■CD封入物 
 「個別名刺お渡し会参加券」or「トレーディングカード」がランダムで封入 
 ※「個別名刺お渡し会参加券」が封入されている場合、「個別名刺お渡し会」への参加も可能です 
  

■抽選会景品内容 

  1等：1人のメンバーのCDジャケットサイン会参加券【各メンバー最大5名ずつ最大合計30名様】 

 2等：GFRIENDスペシャルトークイベント＆お見送り握手会参加券 
 3等：サイン入りパネル ：【集合1名様、メンバー別6名様、合計7名様】 
 4等：タワーレコード渋谷店限定特典「ミニポスター（集合1種）」プレゼント 
  

■その他詳細 
 http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx 

http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx


抽選会景品絵柄(3等・4等) 

※現在公開中の画像は制作途中のものとなります。 
 絵柄やデザインは変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 

■4等：ミニポスター（集合1種） ■3等：サイン入りパネル 



5/23（水）＠ららぽーと豊洲 
シーサイドデッキメインステージ 

「初回限定盤Type-A（CD+Photo Book)」「初回限定盤Type-B（CD+DVD）」 
「通常盤（CD）」のいずれか1枚をHMVららぽーと豊洲または、 

当日会場特設販売ブースにて、ご購入頂いた方に先着で「優先観覧エリア入場整理券」を 
1枚と、ご購入枚数分の「ハイタッチ会参加券」をお渡しいたします！ 

■開催時間 
 18:00～ 
 

■イベント内容 
 ミニライブ（観覧無料）＆メンバー全員とのハイタッチ会 
 

■優先観覧エリア 
 「優先観覧エリア入場整理券」をお持ちの方は、優先的にイベントスペースにご入場頂けます。 
 

■ハイタッチ会参加券 
 ミニライブ終了後のメンバー全員とのハイタッチ会にご参加頂ける参加券です。 
 参加券は、5/23（水）ららぽーと豊洲でのイベント会場のみでご利用頂けます。 
  

■CD封入物 
 「個別名刺お渡し会参加券」or「トレーディングカード」がランダムで封入 
 ※「個別名刺お渡し会参加券」が封入されている場合、「個別名刺お渡し会」への参加も可能です。 
   

■その他詳細(KING RECORDSサイト) 
 http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180523_gf_toyosu.aspx 
  

http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180523_gf_toyosu.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180523_gf_toyosu.aspx


5/24（木）＠タワーレコード渋谷店B1F 
タワーレコード渋谷店で5/22（火）、5/23（水）に開催された 

店頭抽選会で当選されたお客様を、ご招待してのイベントとなります。 
≪1等のイベント≫ 
■時間 
 17:00～（開始時間の15分前に1F階段前に集合） 
 

■会場 
 タワーレコード渋谷店 B1F「CUTUP STUDIO」 
 

■イベント内容 
 CDジャケットに1人のメンバーからサインをもらえる個別ジャケットサイン会。 
 

≪２等のイベント≫ 
■時間 
 18:00～（開始時間30分前に1F階段前に集合） 
 

■会場 
 タワーレコード渋谷店 B1F「CUTUP STUDIO」 
 

■イベント内容 
 スペシャルトーク＆メンバー全員からお見送り握手 
 
 

■その他詳細 
 http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx 
 

http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180524_gf_towershibuya.aspx


5/25（金）＠ラゾーナ川崎プラザ  
2Fルーファ広場 グランドステージ 

「初回限定盤Type-A（CD+Photo Book)」「初回限定盤Type-B（CD+DVD）」 
「通常盤（CD）」のいずれか1枚を、HMVラゾーナ川崎または、 

当日会場特設販売ブースにて、ご購入頂いた方に先着で 
ご購入枚数分の「ハイタッチ会参加券」をお渡しいたします！ 

■開催時間 
 18:00～ 
 

■イベント内容 
 ミニライブ（観覧無料）＆メンバー全員とのハイタッチ会 
 

■ハイタッチ会参加券 
 ミニライブ終了後のメンバー全員とのハイタッチ会にご参加頂ける参加券です。 
 参加券は、5/25（金）ラゾーナ川崎プラザでのイベント会場のみでご利用頂けます。 
  

■CD封入物 
 「個別名刺お渡し会参加券」or「トレーディングカード」がランダムで封入 
 ※「個別名刺お渡し会参加券」が封入されている場合、「個別名刺お渡し会」への参加も可能です。 
   

■その他詳細 
 http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180525_gf_razona.aspx 
 
  

http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180525_gf_razona.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180525_gf_razona.aspx


5/26（土）＠東京流通センター 
①個別握手会 
 メーカー特典「個別握手会参加券が付いているかもしれないうちわ」にランダムで付いている 
 「個別握手会参加券」をお持ちの方が参加できるイベントです。 
 

 ■個別握手会開始時間 

  11:00予定（受付時刻：10：30～11：00予定） 
 

 ■その他詳細 
  http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/2018052627_gf_akusyu.aspx 
 

②個別メンバーハイタッチ会 
 WEB盤に必ず付いている「個別メンバーハイタッチ会参加券」で参加できるイベントです。 
 

 ■個別メンバーハイタッチ会開始時間 

  12:00予定（受付時刻：11：30～12：15予定） 
 

  ■その他詳細 
   http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/2018052827_gf_web2.aspx 
 

③個別名刺お渡し会 
 『初回限定盤A』『初回限定盤B』『通常盤』『KING e-SHOP盤』にランダム封入されている 
 「個別名刺お渡し会参加券」で参加できるイベントです。 
 

 ■個別名刺お渡し会開始時間 

  15:00予定（受付時刻：14：30～15：30予定） 
 

  ■その他詳細 
   http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/2018052627_gf_meishi.aspx 
 

http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/2018052627_gf_akusyu.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/2018052627_gf_akusyu.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/2018052627_gf_akusyu.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/2018052827_gf_web2.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/2018052827_gf_web2.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/2018052827_gf_web2.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/2018052627_gf_meishi.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/2018052627_gf_meishi.aspx


5/27（日）＠マイドームおおさか 
①個別握手会 
 メーカー特典「個別握手会参加券が付いているかもしれないうちわ」にランダムで付いている 
 「個別握手会参加券」をお持ちの方が参加できるイベントです。 
 

 ■個別握手会開始時間 

  11:00予定（受付時刻：10：30～11：00予定） 
 

 ■その他詳細 
  http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/2018052627_gf_akusyu.aspx 
 

②個別メンバーハイタッチ会 
 WEB盤に必ず付いている「個別メンバーハイタッチ会参加券」で参加できるイベントです。 
 

 ■個別メンバーハイタッチ会開始時間 

  12:00予定（受付時刻：11：30～12：15予定） 
 

  ■その他詳細 
   http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/2018052827_gf_web2.aspx 
 

③個別名刺お渡し会 
 『初回限定盤A』『初回限定盤B』『通常盤』『KING e-SHOP盤』にランダム封入されている 
 「個別名刺お渡し会参加券」で参加できるイベントです。 
 

 ■個別名刺お渡し会開始時間 

  14:30予定（受付時刻：14：00～15：00予定） 
 

  ■その他詳細 
   http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/2018052627_gf_meishi.aspx 
 

http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/2018052627_gf_akusyu.aspx
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http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/2018052627_gf_meishi.aspx


5/28（月）＠あべのキューズモール 
3Fスカイコート 

「初回限定盤Type-A（CD+Photo Book)」「初回限定盤Type-B（CD+DVD）」 
「通常盤（CD）」のいずれか1枚をHMV SPOT あべのキューズモールまたは、 

当日会場特設販売ブースにて、ご購入頂いた方に先着で「優先観覧エリア入場整理券」を 
1枚と、ご購入枚数分の「ハイタッチ会参加券」をお渡しいたします！ 

■開催時間 
 18:00～ 
 

■イベント内容 
 ミニライブ（観覧無料）＆メンバー全員とのハイタッチ会 
 

■優先観覧エリア 
 「優先観覧エリア入場整理券」をお持ちの方は、優先的にイベントスペースにご入場頂けます。 
 

■ハイタッチ会参加券 
 ミニライブ終了後のメンバー全員とのハイタッチ会にご参加頂ける参加券です。 
 参加券は、5/28（月）あべのキューズモールでのイベント会場のみでご利用頂けます。 
  

■CD封入物 
 「個別名刺お渡し会参加券」or「トレーディングカード」がランダムで封入 
 ※「個別名刺お渡し会参加券」が封入されている場合、「個別名刺お渡し会」への参加も可能です。 
   

■その他詳細 
 http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180528_gf_abeno.aspx 

 

イベント当日も商品の販売は予定しておりますが、
事前販売にて「ハイタッチ会参加券」・「優先観
覧エリア入場整理券」の予定配布枚数が終了して
いる場合、当日は販売を行わない可能性がござい

ますので予めご了承ください。 

http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180528_gf_abeno.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/20180528_gf_abeno.aspx


GFRIEND 
店頭特典に関して 



■HMV/HMV&BOOKS online 
 生写真（メンバー別6種よりランダム1種） 
 

■KING e-SHOP 
 生写真（メンバー別6種よりランダム1種） 
 

■新星堂/WonderGOO 
 生写真（集合1種） 
 

■タワーレコード名古屋パルコ店/タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 
 抽選券（抽選で各店舗5名様にGFRIENDメンバー直筆サイン入りチェキファイルプレゼント） 
 

■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）＋TSUTAYAオンライン（予約のみ） 
 ・生写真（メンバー別6種よりランダム1種） 
 ・応募ハガキ（抽選で５名様にGFRIENDメンバー直筆サイン入り告知ポスタープレゼント） 

『初回盤A』『初回盤B』『通常盤』『KING e-SHOP盤』を下記店舗で 
お買い上げの方に、先着で店舗によって様々な特典をプレゼント！ 

※注意※ 
『KING e-SHOP盤』は 

通販サイト（オンラインショップ） 
KING e-SHOP限定で 
販売される商品です。 

■その他詳細 
 http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/tokuten_gf.aspx 
 

【オリジナル特典配布店】 

http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/tokuten_gf.aspx
http://www.kingrecords.co.jp/cs/pages/tokuten_gf.aspx


オリジナル特典絵柄 

■HMV/HMV&BOOKS online 
 生写真（メンバー別6種よりランダム1種） 

■KING e-SHOP 
 生写真（メンバー別6種よりランダム1種） 

※現在公開中の画像は制作途中のものとなります。 
 絵柄やデザインは変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 



オリジナル特典絵柄 
■新星堂/WonderGOO 
 生写真（集合1種） 

■タワーレコード名古屋パルコ店 
 タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 
 抽選券（抽選で各店舗5名様にGFRIENDメン
バー直筆サイン入りチェキファイルプレゼント） 

※現在公開中の画像は制作途中のものとなります。 
 絵柄やデザインは変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 



オリジナル特典絵柄 

※現在公開中の画像は制作途中のものとなります。 
 絵柄やデザインは変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 

■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）＋TSUTAYAオンライン（予約のみ） 
 ・生写真（メンバー別6種よりランダム1種） 
 ・応募ハガキ（抽選で５名様にGFRIENDメンバー直筆サイン入り告知ポスタープレゼント） 



『初回限定盤A』を対象店舗でお買い上の方に先着で 
「個別握手会参加券が付いているかもしれないうちわ」をプレゼント！ 

【メーカー特典配布店】 

■全国のCDショップ/オンラインショップ（配布店舗はこちら） 

 「個別握手会参加券が付いているかもしれないうちわ（メンバー別6種よりランダム1種）」 
  
 ★ランダムで、「個別握手会参加券」が付いております。ただし、「個別握手会参加券」が使用できるのは 
  2018年5月26日（土）東京流通センター及び、2018年5月27日（日）マイドームおおさかの2会場のみです。 
 

 ★「個別握手会参加券」が付いている場合は、切り取った円形部分が「個別握手会参加券」となっております。 
   個別握手会にご参加の方も、うちわ本体の回収はせず、切り取った「個別握手会参加券」のみを回収致します。 
   下記の図の通り、うちわは骨の付いていない円形の紙うちわとなっており、うちわの下部分に、 
   指を入れられるようにミシン目で切り取れる円形部分がございます。 
  

メンバーの写真 

★ココがミシン目で切り取れる円形部分です。 
 

★ココにランダムで「握手会参加券」と書いてあります。 
 

★「握手会参加券」が付いていない場合、 
ココには何も書かれていません。 

うちわイメージ 

http://www.kingrecords.co.jp/img/usr/GF/GFRIEND_shoplist.pdf


メーカー特典絵柄 

※現在公開中の画像は制作途中のものとなります。 
 絵柄やデザインは変更となる可能性がございます。予めご了承ください。 

■全国のCDショップ/オンラインショップ（配布店舗はこちら） 

 「個別握手会参加券が付いているかもしれないうちわ（メンバー別6種よりランダム1種）」 

http://www.kingrecords.co.jp/img/usr/GF/GFRIEND_shoplist.pdf

