【重要】『I Don t Like Mondays. LIVE TOUR 2020』
振替ツアー詳細および希望者チケット払い戻しに関するご案内
いつも I Don t Like Mondays.を応援していただき、誠にありがとうございます。
延期を発表させていただきました『I Don t Like Mondays. LIVE TOUR 2020』ですが、『I Don t Like
Mondays. “BLACK HUMOR TOUR”』として振替ツアーの開催が決定いたしましたので、振替公演の詳細を
ご案内させていただきます。お手元のチケットはそのまま振替公演に有効となりますので大切に保管してい
ただき、振替公演当日に必ずご持参ください。
振替公演が 1 日 2 回公演での開催の場合、お手元のチケットに記載の整理番号によって[1 部]と[2 部]に振
り分けさせていただきますので、必ずご自身の整理番号と振替対象公演をご確認のうえ、ご来場ください。
振替公演へご来場が難しいお客様には払い戻しを実施させていただきますので、下記詳細をご確認のうえ、
必ず期間内にお手続きをお願いいたします。
※千葉・埼玉・福岡・静岡・栃木・広島・岡山・香川・新潟・石川公演は「全自由（立ち位置指定）
」
、
大阪・北海道・神奈川・宮城・東京・愛知公演は「全自由（座席指定）
」での開催に変更となります。
埼玉・HEAVEN‘S ROCK さいたま新都心 VJ-3
【当初予定】2020 年 9 月 11 日(金) 開場 18:30 / 開演 19:30
【振替公演】2021 年 10 月 9 日(土) [1 部] 開場 14:30 / 開演 15:00

[2 部] 開場 18:00 / 開演 18:30

→整理番号 A1～A68 番、A146～A158 番、A177～A186 番、A204～A217 番、B1～B10 番のチケットをお持ちの方は、お手元
のチケットが[1 部]にのみ有効となります。
整理番号 A71～A143 番、A160～A176 番、A188～A202 番、A220～A243 番、B31～B52 番のチケットをお持ちの方は、お
手元のチケットが[2 部]にのみ有効となります。

栃木・HEAVEN‘S ROCK 宇都宮 VJ-2
【当初予定】2020 年 9 月 26 日(土) 開場 17:00 / 開演 17:30
【振替公演】2021 年 11 月 6 日(土) [1 部] 開場 14:30 / 開演 15:00

[2 部] 開場 18:00 / 開演 18:30

→整理番号 A1～A33 番、A81～A98 番、A102～A105 番、A120～A122 番、B3～B5 番のチケットをお持ちの方は、お手元のチ
ケットが[1 部]にのみ有効となります。
整理番号 A36～A80 番、A101 番、A110～A119 番、A128 番、B26～B29 番のチケットをお持ちのお客様は、お手元のチケッ
トが[2 部]にのみ有効となります。

千葉・柏 PALOOZA
【当初予定】2020 年 10 月 31 日(土) 開場 17:00 / 開演 17:30
【振替公演】2021 年 10 月 2 日(土) [1 部] 開場 14:30 / 開演 15:00

[2 部] 開場 18:00 / 開演 18:30

→整理番号 A1～A91 番、A193～A227 番、A249 番、A287～A295 番、B4～B12 番のチケットをお持ちの方は、お手元のチケッ
トが[1 部]にのみ有効となります。
整理番号 A93～A192 番、A230～A247 番、A255～A284 番、A298～A310 番、B22～B36 番のチケットをお持ちの方は、お
手元のチケットが[2 部]にのみ有効となります。

神奈川・KT Zepp Yokohama
【当初予定】2020 年 12 月 18 日(金) 開場 18:00 / 開演 19:00

【振替公演】2021 年 10 月 17 日(日) 開場 17:30 / 開演 18:30
日程変更に伴い、希望者にはチケットの払い戻しを実施させていただきます。払い戻しをご希望のお客様は
期間内に下記よりお手続きをお願いいたします。
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▼希望者チケット払い戻し方法
払い戻し期間:2021 年 6 月 25 日(金) 10:00～7 月 8 日(木) 23:59
払い戻し方法はご購入いただいた各プレイガイド毎に下記よりご確認ください。
期間外の対応はいたしかねますので、必ず期間内にお手続きをお願いいたします。
■FRIDAY LOVERS 最速先行 / オフィシャル先行 / イープラスにてご購入されたお客様
[払い戻し詳細] http://eplus.jp/refund2/
[Q＆A ページ] http://eplus.jp/qa/
■チケットぴあにてご購入されたお客様
[払い戻し詳細] http://t.pia.jp/guide/refund.jsp
[お問い合わせ] http://t.pia.jp/help/
■ローソンチケットにてご購入されたお客様
[払い戻し詳細] http://l-tike.com/oc /lt/haraimodoshi/
[お問い合わせ] https://l-tike.com/contact/
■LINE チケットにてご購入されたお客様
払い戻し方法は「LINE チケット info」のアカウントより、LINE のトーク上でご案内をさせていただきます。
チケットをお持ちのお客様(購入者ではございません)へ順次お送りいたしますのでお待ちください。LINE チ
ケットでご購入のお客様は、発券の有無に関わらず LINE アカウントを削除しないようにご注意ください。
※「LINE チケット info」アカウントとは、
LINE チケットで購入・分配を受け取られたお客様が必ずフォローしているアカウントです。
お問い合わせ:LINE チケット https://line.me/R/ti/p/%40lineticket_jp
※LINE の公式アカウントが問い合わせフォームになっております。
アカウント下部の「トークで質問」よりお問い合わせください。
■Yahoo!チケットにてご購入されたお客様
払い戻し期間内に、払い戻し希望のチケットをまとめて、指定の郵送先にお送りください。
その後、返金に関するメールを配信いたしますので、内容をご確認の上、返金手続きをしてください。
※払い戻しは、購入されたご本人様に対してのみとさせていただきます。

※チケットを紛失されている場合、払い戻しはできません。
【1】ご購入いただいたチケットをまとめて、定形郵便物(25g 以内)「特定記録郵便」にて下記送付先までお
送りください。
指定の方法以外でお送りいただいた場合の未着事故などにつきましては責任を負いかねます。
また、その場合の送料は返金対象外となりますので予めご了承ください。
＜ご送付いただくもの＞

計 2 種類 ※これ以外は封筒に入れないでください。

1.ご購入いただいたチケット
※チケットに不備があり返金対象にならない場合でもチケットの返送はいたしません。あらかじめご了承く
ださい。
※ご返送いただいたチケット枚数分のみご返金させていただきます。
2.住所、氏名、電話番号、メールアドレス、チケット返送枚数を明記したメモ
※メールアドレスを変更された方は、マイページでメールアドレスの変更手続きを行ってください。
※メール受信拒否設定を行われている場合は、「@y-tickets.jp」よりメールが届くよう変更・解除してくだ
さい。
※URL リンク付きメールが受信できるようにしてください。
＜送付先＞
〒112-0005
東京都文京区水道 1-12-15

白鳥橋三笠ビル 2F

チケットインフォメーションセンター
「I Don't Like Mondays.(「公演日」を記載してください）」係
※払い戻しは、購入されたご本人様に対してのみとさせていただきます。
※ご購入者以外からチケット返送いただきましても、こちらに記載通りの対応はできません。
※払い戻し期間内(最終日の消印有効)に、チケットインフォメーションセンターに到着したチケットが払い
戻し対象となります。
【2】払い戻し期間終了日より、約 1 ヶ月後に、払い戻し手続きに関する詳細をメールにてお知らせいたしま
す。
払い戻しには株式会社イーコンテクストのサービス「CASH POST」を利用いたします。

