2020 年 1 月 7 日
株式会社ローソンエンタテインメント

【大好評につき、巡回開催決定！】
ＧＬＡＹのデビュー２５周年を記念した企画展

『ＧＬＡＹ ＤＥＭＯＣＲＡＣＹ展』
東京・大阪での巡回開催が決定
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、2020 年
1 月 21 日（火）より、東京・渋谷「hmv museum」（「HMV&BOOKS SHIBUYA」店内） と 大阪・心斎
橋「hmv museum 心斎橋」
（「HMV&BOOKS SHINSAIBASHI」店内）にて、GLAY の企画展『GLAY
DEMOCRACY 展』を開催いたします。

▶ 『GLAY DEMOCRACY 展』東京・大阪 特設ページ

https://www.hmv.co.jp/news/article/1912091034/

『GLAY DEMOCRACY 展』は、GLAY のデビュー25 周年を記念し、2019 年 9 月 28 日（土）より 12
月 2 日（月）までの期間 メンバーの故郷である北海道にある「hmv museum 札幌」にて開催いたしまし
た。ライブ写真をはじめ、メンバーが着用した衣装や使用していた楽器などの貴重な展示が見られると大変
好評いただき、多くのお客さまに来場いただきました。
今回の『GLAY DEMOCRACY 展』東京・大阪は、札幌で開催した『GLAY DEMOCRACY 展』の巡回
を望むお客さまからの多くの声を受け開催するもので、札幌での展示から一部展示内容を変え、アリーナツ
アー「HOTEL GLAY」と 25 周年記念ベストアルバム「REVIEWⅡ －BEST OF GLAY－」の要素を加え
た”25 周年記念企画展”の完全版として開催いたします。
さらに、
『GLAY DEMOCRACY 展』東京・大阪 の先着入場特典として”『GLAY DEMOCRACY 展』オ
リジナル缶バッジ”のプレゼントをはじめ、新たな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。
ぜひ、この機会に hmv museum 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
＜東京会場＞
会場：hmv museum（
「HMV&BOOKS SHIBUYA」6F）
日程：2020 年 1 月 21 日（火）～2 月 16 日（日）
営業時間：11:00～21:00 ※入場は 20:30 まで
＜大阪会場＞
会場：hmv museum 心斎橋（
「HMV&BOOKS SHINSAIBASHI」店内）
日程：2020 年 2 月 23 日（日）～3 月 18 日（水）
営業時間：11:00～20:30 ※入場は 20:00 まで
■入場料：500 円（税込）
※未就学児無料
※入場券は各 hmv museum 入場カウンターにて入場時にご購入いただけます。
※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り、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：
『GLAY DEMOCRACY 展』オリジナル缶バッジ（全 4 種より 1 種）

※入場券 1 枚ご購入につき 1 個のお渡しとなります。
※絵柄が 4 種類あり、入場時に 1 種類をお選びいただけます。
※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。

＜添付資料②＞
『GLAY DEMOCRACY 展』東京・大阪開催記念

hmv museum 連動企画特典

『GLAY DEMOCRACY 展』東京・大阪の開催と 25 周年記念ベストアルバム「REVIEWⅡ －BEST OF
GLAY－」の発売を記念した連動企画を行います。
HMV&BOOKS SHIBUYA（東京・渋谷）
、HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI（大阪・心斎橋）にて『GLAY
DEMOCRACY 展』にご入場いただき、「REVIEWⅡ －BEST OF GLAY－」をご予約／ご購入いただいた
方に、hmv museum 連動企画特典”スペシャル缶バッジ（1 種）”を 1 個プレゼントいたします。
■hmv museum 連動企画特典のお渡しに関して
・『GLAY DEMOCRACY 展』の入場券をお持ちのお客さまのみ、
hmv museum 連動企画特典の対象となります。
・各会場開催期間中に店頭レジにて、
対象商品のご予約／ご購入時に『GLAY DEMOCRACY 展』入場券をご提示ください。
・入場券 1 枚につき 1 個のお渡しとなります。
・ご予約は全額前金での受付となります。
・ご予約／ご購入の際、入場券に押印をさせていただきます。
入場券 1 枚につき 1 会計とさせていただきますので、予めご了承ください。
・特典はご予約／ご購入時にお渡しいたします。
・特典は数に限りがございますので、予めご了承下さい。
■対象期間
・HMV＆BOOKS SHIBUYA（東京・渋谷）
2020 年 1 月 21 日（火）～2 月 16 日（日）
・HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI（大阪・心斎橋）
2020 年 2 月 23 日（日）～3 月 18 日（水）
※上記期間中のご予約／ご購入を対象とさせていただきます。
※上記以外の HMV 店舗、HMV record shop 店舗、および、HMV&BOOKS online は対象外となります。
■対象商品
GLAY「REVIEWⅡ －BEST OF GLAY－」
発売日：2020 年 3 月 11 日（水）
【CD Only(4 枚組)】PCCN-00042 / ￥3,550（税抜）
【4CD+2DVD】PCCN-00041 / ￥5,550（税抜）
【4CD+Blu-ray】PCCN-00040 / ￥6,150（税抜）
＜Blu-ray＆DVD 収録内容＞※DVD&Blu-ray 共通
・GLAY 25th Anniversary Special Live in Seoul at KBS ARENA 2019.6.30
・Music Video

＜添付資料③＞
『GLAY DEMOCRACY 展』開催記念グッズ
■東京会場 販売グッズ
・[東京会場限定] チョコレートセット／1,800 円
（税抜）
・ピンバッジセット／1,000 円（税抜）
・スマホリング／1,200 円（税抜）
・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）
・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）
・レコード型クッション／2,500 円（税抜）
さらに、北の大地 北海道のご当地コラボ商品
『GLAY 出没注意』グッズも大好評につき販売決
定！
話題のレアグッズが東京・大阪に初上陸いたしま
す。
■『GLAY 出没注意』グッズ
・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）
・GLAY 出没注意 ラーメン／270 円（税抜）
また、大阪会場でも開催記念グッズの販売を行いま
す。
大阪会場 販売商品は、決定次第、以下の特設ページにて発表いたします。
▶『GLAY DEMOCRACY 展』東京・大阪 特設ページ
https://www.hmv.co.jp/news/article/1912091034/
※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。

■予約商品
・アクリルクロック／3,000 円（税抜)
※ミュージアム開催期間中、各会場および HMV＆BOOKS online にて予約受付いたします。
予約方法等の詳細は、以下特設ページにてご案内いたします。
▶『GLAY DEMOCRACY 展』東京・大阪 特設ページ
https://www.hmv.co.jp/news/article/1912091034/

＜関連商品情報＞
■25 周年記念ベストアルバム GLAY「REVIEWⅡ －BEST OF GLAY－」
発売日：2020 年 3 月 11 日（水）
【CD Only(4 枚組)】PCCN-00042 / ￥3,550（税抜）
【4CD+2DVD】PCCN-00041 / ￥5,550（税抜）
【4CD+Blu-ray】PCCN-00040 / ￥6,150（税抜）
＜Blu-ray＆DVD 収録内容＞※DVD&Blu-ray 共通
・GLAY 25th Anniversary Special Live in Seoul at KBS ARENA 2019.6.30
・Music Video
■映像作品「GLAY 25th Anniversary “LIVE DEMOCRACY” Powered by HOTEL GLAY」
発売日：2020 年 1 月 15 日(水)
【Blu-ray】PCXE-53344、PCXE-53345 / ￥5,800（税抜）
【DVD(2 枚組)】PCBE-54847、PCBE-54848 / ￥5,000（税抜）

