ローソンＨＭＶエンタテイメントからのお知らせ

2017 年 12 月 22 日
株式会社ローソン HMV エンタテイメント

モーニング娘。ｍｕｓｅｕｍ
好評につき、２０１７年１２月３０日（土）より
「ＨＭＶ栄」での開催が決定、限定商品も販売
株式会社ローソン HMV エンタテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：坂本 健）は、
2017 年 12 月 30 日（土）から 2018 年 1 月 28 日（日）までの期間、愛知・名古屋「HMV 栄」にある
「hmv museum 栄」にて、
「モーニング娘。museum ―モーニング娘。誕生 20 周年記念―」を開催い
たします。
「モーニング娘。museum ―モーニング娘。誕生 20 周年記念―」は、2017 年 11 月 24 日（金）
から開催している東京・渋谷「HMV&BOOKS SHIBUYA」に続く、2 ヶ所目の開催となります。
「モーニング娘。museum ―モーニング娘。誕生 20 周年記念―」は、モーニング娘。の結成 20 周年
を記念して開催するミュージアムです。東京・渋谷「HMV&BOOKS SHIBUYA」での開催は、お客さ
まに大変好評いただいており、
「hmv museum 栄」でも、モーニング娘。の歴史を振り返るディスコ
グラフィーをはじめ、ミュージックビデオやライブで着用した衣装、ミュージックビデオを再現したフ
ォトスポットなどの展示を行います。また、
「モーニング娘。museum ―モーニング娘。誕生 20 周年
記念―」に入場いただいたお客さまに先着で、インスタント L 判写真（各メンバー 2 種類ずつ、全 26
種類）をランダムで 1 枚プレゼントする企画も行います。プレゼントする写真には「HMV&BOOKS
SHIBUYA」開催時とは異なる、
「hmv museum 栄」限定バージョンの写真（全 13 種類）が登場いた
します。
さらに、渋谷でも好評いただいているモーニング娘。’17 のメンバーが HMV の制服を着用したアク
リルキーホルダーやコレクションカードなどの開催記念グッズも販売いたします。

【
「モーニング娘。museum ―モーニング娘。誕生 20 周年記念―」概要】
会場
日程

：
「HMV 栄」店内「hmv museum 栄」
：2017 年 12 月 30 日（土）～2018 年 1 月 28 日（日）

営業時間

：11:00～20:30（入場は閉館 30 分前まで）

入場料
サイト

：500 円（税込）※未就学児無料
：http://www.hmv.co.jp/newsdetail/article/1712141011/

※2017 年 12 月 31 日（日）は 18:00 まで／2018 年 1 月 1 日（月）は休館
※混雑状況によっては入場規制をさせていただく場合もございます

＜添付資料＞
■「モーニング娘。museum ―モーニング娘。誕生 20 周年記念―」入場特典
「モーニング娘。museum ―モーニング娘。誕生 20 周年記念―」に入場いただい
たお客さまに先着で、インスタント L 判写真を全 26 種類（各メンバー 2 種類ず
つ）の中から、ランダムで 1 枚プレゼントいたします。
「hmv museum 栄」では HMV&BOOKS SHIBUYA での開催時とは異なる、
「hmv museum 栄」限定バージョンの写真（全 13 種類）が登場します。
▲

「hmv museum 栄」限定バージョン写真
（全 13 種類）

■「モーニング娘。museum ―モーニング娘。誕生 20 周年記念―」開催記念グッズ概要
本ミュージアムのためだけに撮り下ろした、
HMV の制服を着用した素材を使用したオリジナルグッズを中心に販売いたします。
・A4 クリアファイル（全 14 種）／各 550 円（税込）
・缶バッジ（全 14 種／ブラインドパッケージ）
／400 円（税込）
・アクリルキーホルダー（全 14 種）
／各 800 円（税込）
・トートバッグ（1 種）／1,800 円（税込）
・コレクションカードセット（全 14 種・3 枚セット
／ブラインドパッケージ）／500 円（税込）
・B2 ポスター（1 種）／700 円（税込）
・タンブラー（1 種）／2,000 円（税込）
・マグカップ（全 2 種）／1,500 円（税込）
・ステッカー（全 14 種）／400 円（税込）
・ボールペン（全 14 種）／600 円（税込）
・缶キャンディ（1 種）／800 円（税込）
・hmv museum 栄 限定・2L 生写真 2 枚セット
（全 13 種）／516 円（税込）
・hmv museum 限定・L 生写真 3 枚セット
（全 13 種）／462 円（税込）
・クッション（全 2 種）／5,000 円（税込）
その他、オフィシャルグッズや CD、写真集、書籍なども販売いたします。
■「モーニング娘。museum ―モーニング娘。誕生 20 周年記念―」開催記念キャンペーン
2017 年 12 月 30 日（土）～2018 年 1 月 28 日（日）の期間、
「モーニング娘。museum ― モーニング娘。誕生 20 周年記
念 ―」 または、
「ハロー！プロジェクトオフィシャルショップ」にて、商品を購入いただいたお客様にお好きなキャンペ
ーン写真（インスタント L 判写真）をプレゼントいたします。
キャンペーン実施期間：2017 年 12 月 30 日（土）～2018 年 1 月 28 日（日）
＜モーニング娘。museum（hmv museum 栄）＞
「モーニング娘。museum ― モーニング娘。誕生 20 周年記念 ―」にて開催記念グッズを 1,000 円（税込）以上購入いた
だいたレシートと「ハロー！プロジェクト オフィシャルショップ」にて 500 円（税込）以上購入いただいたレシートを
HMV 栄のレジにて提示いただくと、お好きなキャンペーン写真 1 枚をプレゼントいたします。
＜ハロー！プロジェクト オフィシャルショップ＞
「ハロー！プロジェクト オフィシャルショップ」にて 1,000 円（税込）以
上購入いただき、
「モーニング娘。museum ― モーニング娘。誕生 20 周年
記念 ―」入場券の半券を提示いただくと、お好きなキャンペーン写真 1 枚を
プレゼントいたします。
※入場券の半券は、
「hmv museum 栄」の入場券のみ有効
※「ハロー！プロジェクト オフィシャルショップ」で購入いただいた
レシートの対象期間は 2017 年 12 月 29 日（金）～2018 年 1 月 28 日（日）
です。合算はできません。
※写真をお渡し後の写真交換／返品は出来ません。
▲ キャンペーン写真（全 13 種類）
※キャンペーン写真は無くなり次第終了となります。

