
「ハロプロ・オールスターズ シングル発売記念イベント ～秋のシャッフルチェキ会～」

2018年11月24日(土)・25(日)

【東京会場】サンシャインシティ 展示ホールC

【大阪会場】ATC 展示Cホール(ATCミュージアム)

【3・4shotチェキ会】

●11/24(土)東京会場①、11/25(日)大阪会場②  販売グループ

※両日、同じグループ分けとなります。

＜3・4shotチェキ会①＞ ＜3・4shotチェキ会②＞ ＜3・4shotチェキ会③＞ ＜3・4shotチェキ会④＞ ＜3・4shotチェキ会⑤＞
14:00-14:30 <入場受付時間 13:55～14:10> 14:45-15:15 <入場受付時間 14:40～14:55> 15:30-16:00 <入場受付時間 15:25～15:40> 16:30-17:00 <入場受付時間 16:25～16:40> 17:15-17:45 <入場受付時間 17:10～17:25>

＜A＞ ＜A＞ ＜A＞ ＜A＞ ＜A＞

モーニング娘。'18 飯窪春菜 モーニング娘。'18 飯窪春菜 モーニング娘。'18 飯窪春菜 モーニング娘。'18 飯窪春菜 モーニング娘。'18 飯窪春菜

カントリー・ガールズ 小関舞 Juice=Juice 宮崎由加 アンジュルム 和田彩花 BEYOOOOONDS 前田こころ つばきファクトリー 小野瑞歩

＜B＞ ＜B＞ ＜B＞ ＜B＞ ＜B＞

モーニング娘。'18 石田亜佑美 モーニング娘。'18 石田亜佑美 モーニング娘。'18 石田亜佑美 モーニング娘。'18 石田亜佑美 モーニング娘。'18 石田亜佑美

Juice=Juice 段原瑠々 アンジュルム 和田彩花 アンジュルム 上國料萌衣 こぶしファクトリー 井上玲音 こぶしファクトリー 広瀬彩海

＜C＞ ＜C＞ ＜C＞ ＜C＞ ＜C＞

モーニング娘。'18 小田さくら モーニング娘。'18 小田さくら モーニング娘。'18 小田さくら モーニング娘。'18 小田さくら モーニング娘。'18 小田さくら

こぶしファクトリー 広瀬彩海 つばきファクトリー 新沼希空 アンジュルム 室田瑞希 カントリー・ガールズ 小関舞 つばきファクトリー 秋山眞緒

＜D＞ ＜D＞ ＜D＞ ＜D＞ ＜D＞

モーニング娘。'18 野中美希 モーニング娘。'18 野中美希 モーニング娘。'18 野中美希 モーニング娘。'18 野中美希 モーニング娘。'18 野中美希

こぶしファクトリー 浜浦彩乃 こぶしファクトリー 広瀬彩海 カントリー・ガールズ 小関舞 BEYOOOOONDS 岡村美波 Juice=Juice 宮崎由加

＜E＞ ＜E＞ ＜E＞ ＜E＞ ＜E＞

モーニング娘。'18／カントリー・ガールズ 森戸知沙希 モーニング娘。'18 横山玲奈 モーニング娘。'18 横山玲奈 モーニング娘。'18 横山玲奈 モーニング娘。'18 横山玲奈

つばきファクトリー 岸本ゆめの つばきファクトリー 小野瑞歩 BEYOOOOONDS 西田汐里 Juice=Juice 段原瑠々 アンジュルム 上國料萌衣

＜F＞ ＜F＞ ＜F＞ ＜F＞ ＜F＞

モーニング娘。'18 横山玲奈 モーニング娘。'18／カントリー・ガールズ 森戸知沙希 モーニング娘。'18／カントリー・ガールズ 森戸知沙希 モーニング娘。'18／カントリー・ガールズ 森戸知沙希 モーニング娘。'18／カントリー・ガールズ 森戸知沙希

こぶしファクトリー 井上玲音 アンジュルム 上國料萌衣 Juice=Juice 宮崎由加 つばきファクトリー 小片リサ アンジュルム 竹内朱莉

＜G＞ ＜G＞ ＜G＞ ＜G＞ ＜G＞

アンジュルム 和田彩花 アンジュルム 竹内朱莉 アンジュルム 竹内朱莉 アンジュルム 和田彩花 アンジュルム 和田彩花

BEYOOOOONDS 西田汐里 Juice=Juice 高木紗友希 Juice=Juice 宮本佳林 Juice=Juice 高木紗友希 BEYOOOOONDS 岡村美波

＜H＞ ＜H＞ ＜H＞ ＜H＞ ＜H＞

アンジュルム 竹内朱莉 アンジュルム 室田瑞希 アンジュルム／カントリー・ガールズ 船木結 アンジュルム 竹内朱莉 アンジュルム 室田瑞希

つばきファクトリー 小片リサ つばきファクトリー 小片リサ Juice=Juice 段原瑠々 こぶしファクトリー 広瀬彩海 BEYOOOOONDS 一岡伶奈

＜I＞ ＜I＞ ＜I＞ ＜I＞ ＜I＞

アンジュルム 室田瑞希 アンジュルム／カントリー・ガールズ 船木結 Juice=Juice 高木紗友希 アンジュルム 室田瑞希 アンジュルム／カントリー・ガールズ 船木結

つばきファクトリー 新沼希空 カントリー・ガールズ 小関舞 こぶしファクトリー 浜浦彩乃 つばきファクトリー 小野瑞歩 つばきファクトリー 岸本ゆめの

＜J＞ ＜J＞ ＜J＞ ＜J＞ ＜J＞

アンジュルム 上國料萌衣 Juice=Juice 宮本佳林 こぶしファクトリー 広瀬彩海 アンジュルム 上國料萌衣 Juice=Juice 高木紗友希

つばきファクトリー 小野瑞歩 BEYOOOOONDS 一岡伶奈 つばきファクトリー 小片リサ つばきファクトリー 岸本ゆめの カントリー・ガールズ 小関舞

＜K＞ ＜K＞ ＜K＞ ＜K＞ ＜K＞

アンジュルム／カントリー・ガールズ 船木結 Juice=Juice 段原瑠々 こぶしファクトリー 井上玲音 アンジュルム／カントリー・ガールズ 船木結 Juice=Juice 宮本佳林

つばきファクトリー 秋山眞緒 こぶしファクトリー 井上玲音 つばきファクトリー 新沼希空 BEYOOOOONDS 一岡伶奈 つばきファクトリー 新沼希空

＜L＞ ＜L＞ ＜L＞ ＜L＞ ＜L＞

Juice=Juice 宮崎由加 こぶしファクトリー 浜浦彩乃 つばきファクトリー 岸本ゆめの Juice=Juice 宮崎由加 Juice=Juice 段原瑠々

BEYOOOOONDS 一岡伶奈 つばきファクトリー 岸本ゆめの BEYOOOOONDS 一岡伶奈 つばきファクトリー 新沼希空 こぶしファクトリー 浜浦彩乃

＜M＞ ＜M＞ ＜M＞ ＜M＞ ＜M＞

Juice=Juice 高木紗友希 つばきファクトリー 秋山眞緒 つばきファクトリー 小野瑞歩 Juice=Juice 宮本佳林 こぶしファクトリー 井上玲音

BEYOOOOONDS 前田こころ BEYOOOOONDS 前田こころ BEYOOOOONDS 岡村美波 つばきファクトリー 秋山眞緒 BEYOOOOONDS 前田こころ

＜N＞ ＜N＞ ＜N＞ ＜N＞ ＜N＞

Juice=Juice 宮本佳林 BEYOOOOONDS 西田汐里 つばきファクトリー 秋山眞緒 こぶしファクトリー 浜浦彩乃 つばきファクトリー 小片リサ

BEYOOOOONDS 岡村美波 BEYOOOOONDS 岡村美波 BEYOOOOONDS 前田こころ BEYOOOOONDS 西田汐里 BEYOOOOONDS 西田汐里

【ご注意】
東京・大阪での同時開催となります。

ご購入後のキャンセルはできませんので、日程・会場・時間等をよくご確認の上、お申込みいただきますようお願い致します。

※システム上、東京会場と大阪会場での同日・同時間帯の「部」をお申込みできてしまいますので、決定される前に重複が無いかどうか、必ずご確認ください。


