
《注意事項》
・出品予定のアイテム・表示の金額は予告無しに変更になる場合もございます。・商品は新品もございますが、保存状態により、キズや汚れなどがある場合もございます。・商品の中には劣化・変色等で本来の機能をなさない物もございます。

・商品に触れたり、試着することはできません。・全商品、ご購入後の返金・返品・交換は一切できません。・会場周辺での野宿、徹夜、早朝からの入場待ちは一切禁止とさせていただきます。
状況に応じては、強制的に解散をさせていただく、若しくは物販購入・入場をご遠慮いただく可能性もございます。当日は係員の指示に従っていただきますようあらかじめご理解とご了承お願い申し上げます。。

■販売方法に関して■
チャリティー販売ブースの商品は、「整理番号順に販売」「抽選販売」に分けて販売いたします。整理券・抽選券はそれ
ぞれの指定時間内に、チャリティー商品販売ブースにて配布いたします。（雨天の場合には配布場所が変更となる可能
性がございます）

＜整理番号順に販売＞の商品
各日指定時間より、整理券（ランダム順）をお配りします。販売開始 15分前より整列を始めますので、係員の案内に
従って整理券の番号順にお並びいただき、順番に商品をご購入いただきます。
＜整理番号順に販売＞の商品については、抽選を除くそれぞれのカテゴリから 1点ずつのみ、1会計で同時に最大 3
点ご購入いただけます。
（例：ピック 1点＋スタッフ Tシャツ 1枚＋La.mamaシークレットギグで配布の 30th カード 1枚）

※整理券の配布は各日 1名様 1枚のみとなります。※徹夜や早朝からの待機などを防止するため、整理券はランダム配
布とさせていただきます。早くお越しいただいた方が早い整理番号となるわけではございませんので、くれぐれも近隣
のご迷惑となるような行為はおやめください。※お連れ様とご一緒の場合にも、それぞれにお渡しする整理券の順番は
ランダムとなります。ご購入の際には別々でお並びいただくことになる可能性がございますので、あらかじめご了承く
ださい。※整理券をお受け取りいただいても、必ずしもご希望の商品が購入いただけるとは限りません。商品の数量に
は限りがあり、売り切れ次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

＜整理番号順に販売＞の商品ご購入に関する注意事項
・＜整理番号順に販売＞の商品のご購入には現金のみご利用いただけます。クレジットカード、スマートフォン決済
サービス、電子マネーはご利用いただけません。ご了承ください。・領収証の発行はできません。

＜抽選＞の商品
ご購入ご希望の方は指定時間内に抽選券を受け取ってください。
ご当選順に『抽選ブース』内の商品をご購入いただきます。

※抽選時に該当者が不在の場合、ご購入の権利はなくなります。※抽選券の配布は各日 1名様 1枚のみとなります。
※＜抽選＞カテゴリの商品については、ご購入の際に身分証明書のご提示およびご連絡先の記入・提出をお願いいた
します。

ご購入に関する注意事項
・＜抽選＞の商品のご購入は現金・クレジットカードをご利用いただけます。
スマートフォン決済サービス、電子マネーはご利用いただけません。ご了承ください。
【対応クレジットカード】VISA / MasterCard / JCB / AMERICAN EXPRESS / Diners Club / DISCOVER
・端末の電波状況により、クレジットカードのご利用ができない場合がございます。
その際は現金のみの対応となりますので、あらかじめご了承ください。・領収証の発行はできません。

■商品のお渡しに関して■
・商品は梱包･包装などされていない物がほとんどですが、そのままの状態でのお渡しになります。
・一部、後日郵送となる商品もございますので予めご了承ください。
・（送料込）の記載のない商品については、お客様ご自身でお持ち帰りください。発送をご希望の場合、会場に発送
ブースはご用意しておりませんのでお客様ご自身でご手配いただきますようお願いいたします。

1.【抽選】GRATEFUL SPOONFUL ツアー♦&♥公演花道のお立ち台パンチカーペット① （メンバーサイン入り）
2.【抽選】GRATEFUL SPOONFUL ツアー ステージ床で使用した エキスパンドメタル（約 180cm x 約 90cm x 約 12cm  約 65kg）＊立ち位置 Tマーク&熊本公演足元セットリスト付き

￥100,000
★￥90,000（送料込）

15.【TYM】2019 年 8月 6日 渋谷 La.mama シークレットギグにて配布 30th カード ＊多数 各￥300

11. GRATEFUL SPOONFUL　スタッフＴシャツ   S
12. GRATEFUL SPOONFUL　スタッフＴシャツ   M
13. GRATEFUL SPOONFUL　スタッフＴシャツ   L
14. GRATEFUL SPOONFUL　スタッフＴシャツ   XL

￥4,000
￥4,000
￥4,000
￥4,000

   3.【L】ピック：トライアングル (Fender) White / 使用済み＊4点
   4.【E】ピック：使用済み＊各種 約 50 点～
   5.【E】ピック：ティアドロップ Yellow ｢9999｣ver. / 使用済み＊約 15点～
   6.【H】ピック：トライアングル / 使用済み＊各種 約 20 点～
   7.【H】ピック：トライアングル  2019 年モデル White & Black / 未使用＊約 75点～
   8.【A】ドラムスティック：ANNIE モデル / 使用済み＊約 15セット～
   9.【A】ドラムヘッド：使用済み ＊各種 約 5点～
10.【A】スナッピー / 使用済み ＊1点

各￥500
各￥500
各￥500
各￥500
各￥500
各￥3,000
各￥3,000
￥2,000

special thanks to... SKY PerfectTV!  /  Kyodo Nishi Nippon

＊★マークの商品はご購入後 1週間から２週間以内で配送させていただきます

＊当日追加になる商品もございます

抽選

GRATEFUL SPOONFUL  メンバーアイテム

GRATEFUL SPOONFUL  スタッフＴシャツ

THE YELLOW MONKEY
GRATEFUL SPOONFUL

“九州SPECIAL” FOOD COURT

TYM関連アイテム

【9月 21日 ( 土 ) 熊本･グランメッセ熊本】
・12:00 ～ 14:00 ＜整理券＞配布

・13:45 ～ 整理券の番号順に整列

・14:00 ～ チャリティー商品販売開始

・16:00 ～ ＜抽選券＞配布

・16:30 ～ 抽選

・17:00  抽選終了予定



《注意事項》
・出品予定のアイテム・表示の金額は予告無しに変更になる場合もございます。・商品は新品もございますが、保存状態により、キズや汚れなどがある場合もございます。・商品の中には劣化・変色等で本来の機能をなさない物もございます。

・商品に触れたり、試着することはできません。・全商品、ご購入後の返金・返品・交換は一切できません。・会場周辺での野宿、徹夜、早朝からの入場待ちは一切禁止とさせていただきます。
状況に応じては、強制的に解散をさせていただく、若しくは物販購入・入場をご遠慮いただく可能性もございます。当日は係員の指示に従っていただきますようあらかじめご理解とご了承お願い申し上げます。。

■販売方法に関して■
チャリティー販売ブースの商品は、「整理番号順に販売」「抽選販売」に分けて販売いたします。整理券・抽選券はそれ
ぞれの指定時間内に、チャリティー商品販売ブースにて配布いたします。（雨天の場合には配布場所が変更となる可能
性がございます）

＜整理番号順に販売＞の商品
各日指定時間より、整理券（ランダム順）をお配りします。販売開始 15分前より整列を始めますので、係員の案内に
従って整理券の番号順にお並びいただき、順番に商品をご購入いただきます。
＜整理番号順に販売＞の商品については、抽選を除くそれぞれのカテゴリから 1点ずつのみ、1会計で同時に最大 3
点ご購入いただけます。
（例：ピック 1点＋スタッフ Tシャツ 1枚＋La.mamaシークレットギグで配布の 30th カード 1枚）

※整理券の配布は各日 1名様 1枚のみとなります。※徹夜や早朝からの待機などを防止するため、整理券はランダム配
布とさせていただきます。早くお越しいただいた方が早い整理番号となるわけではございませんので、くれぐれも近隣
のご迷惑となるような行為はおやめください。※お連れ様とご一緒の場合にも、それぞれにお渡しする整理券の順番は
ランダムとなります。ご購入の際には別々でお並びいただくことになる可能性がございますので、あらかじめご了承く
ださい。※整理券をお受け取りいただいても、必ずしもご希望の商品が購入いただけるとは限りません。商品の数量に
は限りがあり、売り切れ次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

＜整理番号順に販売＞の商品ご購入に関する注意事項
・＜整理番号順に販売＞の商品のご購入には現金のみご利用いただけます。クレジットカード、スマートフォン決済
サービス、電子マネーはご利用いただけません。ご了承ください。・領収証の発行はできません。

＜抽選＞の商品
ご購入ご希望の方は指定時間内に抽選券を受け取ってください。
ご当選順に『抽選ブース』内の商品をご購入いただきます。

※抽選時に該当者が不在の場合、ご購入の権利はなくなります。※抽選券の配布は各日 1名様 1枚のみとなります。
※＜抽選＞カテゴリの商品については、ご購入の際に身分証明書のご提示およびご連絡先の記入・提出をお願いいた
します。

ご購入に関する注意事項
・＜抽選＞の商品のご購入は現金・クレジットカードをご利用いただけます。
スマートフォン決済サービス、電子マネーはご利用いただけません。ご了承ください。
【対応クレジットカード】VISA / MasterCard / JCB / AMERICAN EXPRESS / Diners Club / DISCOVER
・端末の電波状況により、クレジットカードのご利用ができない場合がございます。
その際は現金のみの対応となりますので、あらかじめご了承ください。・領収証の発行はできません。

■商品のお渡しに関して■
・商品は梱包･包装などされていない物がほとんどですが、そのままの状態でのお渡しになります。
・一部、後日郵送となる商品もございますので予めご了承ください。
・（送料込）の記載のない商品については、お客様ご自身でお持ち帰りください。発送をご希望の場合、会場に発送
ブースはご用意しておりませんのでお客様ご自身でご手配いただきますようお願いいたします。

＊★マークの商品はご購入後 1週間から２週間以内で配送させていただきます

1.【抽選】GRATEFUL SPOONFUL ツアー♦&♥公演花道のお立ち台パンチカーペット②（メンバーサイン入り）
2.【抽選】GRATEFUL SPOONFUL ツアー 「TYM30」アプリブース ほぼ等身大パネル
3.【抽選】GRATEFUL SPOONFUL ツアー ステージ床で使用した エキスパンドメタル（約 180cm x 約 90cm x 約 12cm  約 65kg）＊立ち位置 Tマーク&熊本公演足元セットリスト付き

￥100,000
★￥30,000

★￥90,000（送料込）

16.【TYM】2019 年 8月 6日 渋谷 La.mama シークレットギグにて配布 30th カード ＊多数 各￥300

12. GRATEFUL SPOONFUL　スタッフＴシャツ   S
13. GRATEFUL SPOONFUL　スタッフＴシャツ   M
14. GRATEFUL SPOONFUL　スタッフＴシャツ   L
15. GRATEFUL SPOONFUL　スタッフＴシャツ   XL

￥4,000
￥4,000
￥4,000
￥4,000

   4.【L】ピック：トライアングル (Fender) White / 使用済み＊4点
   5.【E】ピック：使用済み＊各種 約 50 点～
   6.【E】ピック：ティアドロップ Yellow ｢9999｣ver. / 使用済み＊約 15点～
   7.【H】ピック：トライアングル / 使用済み＊各種 約 20 点～
   8.【H】ピック：トライアングル  2019 年モデル White & Black / 未使用＊約 75点～
   9.【A】ドラムスティック：ANNIE モデル / 使用済み＊約 15セット～
10.【A】ドラムヘッド：使用済み ＊各種 約 5点～
11.【A】スナッピー / 使用済み ＊1点

各￥500
各￥500
各￥500
各￥500
各￥500
各￥3,000
各￥3,000
￥2,000

special thanks to... SKY PerfectTV! /  Kyodo Nishi Nippon

＊当日追加になる商品もございます

・10:45 ～ 12:45 ＜整理券＞配布

・12:30 ～ 整理券の番号順に整列

・12:45 ～ チャリティー商品販売開始

抽選

GRATEFUL SPOONFUL メンバーアイテム

GRATEFUL SPOONFUL スタッフＴシャツ

THE YELLOW MONKEY
GRATEFUL SPOONFUL

“九州SPECIAL” FOOD COURT

TYM関連アイテム

・14:30 ～ ＜抽選券＞配布

・15:00 ～ 抽選

・15:30  抽選 終了予定

【9月 22日 ( 日 ) 熊本･グランメッセ熊本】
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