2019 年 9 月 13 日
株式会社ローソンエンタテインメント

【札幌 限定開催！】
ＧＬＡＹのデビュー２５周年を記念した企画展

『ＧＬＡＹ ＤＥＭＯＣＲＡＣＹ展』
９月２８日（土）より 「ｈｍｖ ｍｕｓｅｕｍ 札幌」にて開催決定！
株式会社ローソンエンタテインメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：渡辺 章仁）は、9 月 28 日
（土）より、北海道「HMV 札幌ステラプレイス」店内にある「hmv museum 札幌」にて GLAY の企画展
『GLAY DEMOCRACY 展』を開催いたします。

▶ 『GLAY DEMOCRACY 展』特設ページ

https://www.hmv.co.jp/news/article/1909021020/

『GLAY DEMOCRACY 展』は、GLAY のデビュー25 周年を記念して開催するもので、メンバーの故郷で
ある北海道でのみの限定開催となります。
会場内は、GLAY が 25 周年に対する所信表明「GLAY DEMOCRACY」と共に発表した 25 周年の活動「G
LAY DEMOCRACY 7 つの公約」に基づいた展示となっており、全国 12 ヶ所で開催したホールツアーで
着用した衣装（開催期間中、展示衣裳の入れ替えも！）やライブ会場で実際に使用されたバックドロップ
（ステージの後ろに張る幕）などの貴重な展示をはじめ、メンバーが使用していた楽器、ライブの様子を撮
影した写真パネル、2019 年 10 月 2 日（水）に発売される 15 作品目となるアルバム「NO DEMOCRAC
Y」の歌詞に注目した展示などもあり、GLAY の 25 周年をより深く楽しめる内容となっています。
また、先着入場特典として、「hmv museum 限定スリーブケース」を入場時にプレゼント！さらに、会場
内では、
『GLAY DEMOCRACY 展』開催記念グッズやオフィシャルグッズの販売も予定しています。
2017 年に「hmv museum 仙台」にて開催した『GLAY museum』は、GLAY の活動を振りかえる年表や
衣装の展示などを通して GLAY の過去から現在を感じることができると、お客さまより大変好評いただき
ました。
ぜひ、この機会に hmv museum 札幌にお越しください！
▶ GLAY 25 周年の詳細はこちらより確認いただけます
https://www.glay.co.jp/news/detail.php?id=2900

＜添付資料①＞
『GLAY DEMOCRACY 展』概要
■会場：hmv museum 札幌 （「HMV 札幌ステラプレイス」店内）
■日程：9 月 28 日（土）～12 月 2 日（月）
■開館時間：11:00～20:30 ※入場は 20:00 まで
■入場料：500 円（税込）
※未就学児無料
※入場券は hmv museum 入場カウンターにて入場時に購入いただけます。
※展示内容の一部を予告なく変更する場合もございます。予めご了承ください。
※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。
また、当日の混雑状況によっては、入場を整理券制とさせていただく場合がございます。
■先着入場特典：
「hmv museum 限定スリーブケース」
ニューアルバム「NO DEMOCRACY」が収納できる＜限定スリーブケース＞。
CD Only 盤、CD+DVD 盤の 2 種類となっており、入場時にお選びいただけます。
※入場券 1 枚ご購入につき 1 枚のお渡しとなります。
※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますのでご了承ください。
■ライブチケット提示特典
hmv museum 札幌 入場カウンターにて入場券をご購入の際に、以下の対象公演のライブチケットをご提示
いただいたお客さまに先着で「hmv museum 限定 ポストカード」をお渡しいたします。
＜対象公演＞
GLAY ARENA TOUR 2019-2020 DEMOCRACY 25TH

HOTEL GLAY THE SUITE ROOM

＜対象公演スケジュール＞
2019 年 11 月 9 日（土） サンドーム福井
2019 年 11 月 16 日（土） 大阪城ホール
2019 年 11 月 17 日（日） 大阪城ホール
2019 年 11 月 23 日（土） 埼玉・さいたまスーパーアリーナ
2019 年 11 月 24 日（日） 埼玉・さいたまスーパーアリーナ
2019 年 11 月 30 日（土） 北海道立総合体育センター 北海きたえーる
2019 年 12 月 1 日（日） 北海道立総合体育センター 北海きたえーる
2019 年 12 月 7 日（土） 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
2019 年 12 月 8 日（日） 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
※おひとりさま 1 回のみとさせていただきます。
※確認のため、提示いただいたチケットの裏面に押印させていただきます。
※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきますのでご了承ください。
▶ 「GLAY ARENA TOUR 2019-2020 DEMOCRACY 25TH
詳細に関してはこちらより確認いただけます
https://www.glay.co.jp/arenatour_2019/

HOTEL GLAY THE SUITE ROOM」の

＜添付資料②＞
『GLAY DEMOCRACY 展』開催記念グッズ

■9 月 28 日（土）発売予定
・アルバムジャケットポーチコレクション（16 種ランダム）／800 円（税抜)
・レコード型クッション／2,500 円（税抜)
・GLAY 出没注意 缶バッジセット／1,200 円（税抜)
・GLAY 出没注意 ステッカーセット／1,000 円（税抜)
・GLAY 出没注意 ラバーコインケース／800 円（税抜)
■10 月 12 日（土）発売予定
・ミラーアクリルキーホルダーコレクション（16 種ランダム）／800 円（税抜)
■11 月 1 日（金）発売予定
・GLAY 出没注意 ラーメン／270 円（税抜）
※画像はイメージです。実際の商品の色・形などは異なる場合がございます。
※商品ラインナップ・仕様・価格・発売日などは変更になる場合がございます。
※商品のお取り置き、お取り寄せなどは承ることができませんのでご了承ください。
※商品は数に限りがございます。
当ページに記載がなくても、ご来店いただいた際に在庫が無い場合もございます。

＜添付資料③＞
GLAY 15th アルバム「NO DEMOCRACY」

GLAY「NO DEMOCRACY」
2019 年 10 月 2 日（水）発売
・CD Only 盤／3,000 円（税抜） 品番: PCCN-00038
・CD+DVD 盤／5,000 円（税抜） 品番: PCCN-00037
【HMV・Loppi 限定特典】
〈静電気接着〉25th ステッカーシート
（A5 サイズ 2 枚セット／共通絵柄＋HMV ver.）
＜CD 収録内容＞
1.REIWADEMOCRACY
2.反省ノ色ナシ
3.My name is DATURA
4.Flowers Gone
5.氷の翼 ※「オーバー・エベレスト 陰謀の氷壁」日本語吹替版主題歌
6.誰もが特別だった頃
7.あゝ、無常
8.戦禍の子
9.JUST FINE ※2019 年セブン－イレブンフェアタイアップ曲
10.はじまりのうた ※TV アニメ「ダイヤの A act Ⅱ」オープニングテーマ
11.あなたといきてゆく
※テレビ東京系列金曜８時のドラマ『ユニバーサル広告社～あなたの人生、売り込みます！～』主題歌
12.COLORS ※「劇場版 ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん」主題歌
13.愁いの Prisoner ※2018 年セブン－イレブンフェアタイアップ曲
14.元号
＜CD＋DVD（DVD 収録内容）＞
GLAY LIVE TOUR 2019 -SURVIVAL-令和最初の GLAY と HEAVY GAUGE

