
billboard classics ASKA premium ensemble concert -higher ground- 中止のお知らせ 

 

平素よりビルボードクラシックス公演をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 

 

「ASKA premium ensemble concert -higher ground-」公演につきましては、ご来場されるお客様とそのご家族、

出演するアーティスト、そして公演に関わる全てのスタッフ等の健康と安全を最優先に考えながら、振替日程の

調整を進めてまいりました。 

しかしながら、2021 年 4 月 23 日（金）に発出された東京都、大阪府、京都府、兵庫県を対象とした緊急事態宣

言や、政府の新型コロナウィルス対策への基本対処方針の変更、重ねて本公演の特性等を鑑みると、当面公演開

催の目処を立てることが大変困難な状況にございます。さらには当初予定の公演から既に１年以上が経過し、お

客様に多大なご迷惑をおかけしていることを踏まえ、誠に残念ながら大阪、熊本の 2 公演を中止することにいた

しました。チケットの払い戻し方法について、下記の通りご案内いたします。なお、振替公演の予定はございま

せん。 

 

ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク） 

 

ASKA さんからのメッセージ 

人類史に残る出来事を僕らは経験しています。 

ツアー残り 2 本となったところで、このツアーを中止せざるを得なくなったことは非常に残念です。 

主催の「ビルボード」さんは、最後の最後まで「大阪」「熊本」の 2 本を諦めなかった。延期、延期で大変な打

撃を受けたでしょう。 

「大阪」「熊本」のオーディエンスのみなさんには、お会いしに行くことができなくなった謝罪とともに、今日

この日までお待ちいただいたことへの感謝を述べさてください。 

「ビルボード」さんの誠意と情熱は、次のツアーに必ず引き継がせていただくことをお約束いたします。 

 

ASKA 

 

対象公演（中止） 

「ASKA premium ensemble concert -higher ground-」 

① 公演日（振替公演日を含む）：2020 年 1 月 6 日（月）、3 月 13 日（金）、4 月 22 日（水）、6 月 19 日（金） 

大阪・フェスティバルホール 17：30 開場 18：30 開演 

※公開リハーサル  集合 14：15 / 開始 14：45 

 

② 公演日（振替公演日を含む）： 2020 年 3 月 20 日（金祝）、4 月 27 日（月）、6 月 23 日（火） 

熊本城ホール メインホール 17：30 開場 18：30 開演 

※無料招待リハーサル  集合 13：45 / 開始 14：45 

 

大阪公演の公開リハーサルチケットにつきましても同様に払い戻しを受付いたします。 

熊本公演の無料引き換えハガキについては、無効とさせていただきます。 



 

公演ならびに公開リハーサルを楽しみにお待ちいただいておりました多くの皆様には、ご迷惑をお掛けすること

となりますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

（チケットの払い戻し方法に関しては、次ページ以降をご確認ください） 

 

▼公演に関するお問合せ▼ 

 

 

 

 

 

 

  

【熊本公演】 

BEA 092-712-4221 

（月水金 12:00-17:00） 

https://www.bea-net.com/ 

【大阪公演】 

YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525 

（平日 12:00～18:00 /土日祝休） 

https://www.yumebanchi.jp/ 

https://www.bea-net.com/
https://www.yumebanchi.jp/


【大阪公演】払い戻し方法のご案内 

 

チケット購入窓口により方法が異なります。 

下記該当箇所より詳細をご確認の上、お手続きください。 

≪ご注意≫ 

※ 発券済みチケットを紛失されている場合は払い戻しをお受けできません。 

※ チケットを発券されていない場合は発券前に、以下払い戻し方法をご確認ください。 

※ ご案内方法以外での払い戻し、受付期間を過ぎての払い戻しはお受けできません。 

※ その他注意事項は各払い戻し方法の確認をご覧ください。 

※ 各社メール問合せは混雑のため、返信に数日から 2 週間のお時間を頂戴しております。 

 

■ ローソンチケット（ファンクラブ、ClubBBL 会員など）でご購入のお客様 

【受付期間】 2021 年 4 月 28 日(水)10:00～2021 年 5 月 31 日(月)23:59 まで 

発券されたチケットと各種手数料券をお持ちいただき、払戻し期間内にお近く のローソン、ミニストップ店舗ご来店の上、

店内設置の Loppi で払戻し手続き ください。期間外の払戻しは一切できません。 

払戻しには「チケット」が必要となります。まだチケットを発券されていない 方は、お手数ですがローソン・ミニストップにて

一度チケットを発券の上、再度 Loppi にて払戻しお手続きください。 

※期間外の払戻しはできません。期限を過ぎますと払戻し手続きは一切できなくなります。 

※2枚以上ご購入いただいた場合、単品での払戻しも可能です。 

※払戻しされたチケットはレジにて回収いたします。必ず店員にお渡しください。 

※チケットまたは、各種手数料券を紛失または破棄されてしまっている場合、 紛失・破棄された券の払戻しは一切お受け

できませんので、予めご了承ください。 

※半券のないチケットの払戻しはできません。 

詳細は下記 URL ページをご参照ください。 

【払い戻し方法の確認】http://l-tike.com/oc/lt/haraimodoshi/ 

【お問合せ】https://l-tike.com/contact/ 

 

■ e+(イープラス)でご購入のお客様 

【受付期間】2021 年 4 月 28日(水)10:00～2021 年 5 月 31 日(月)必着にて郵送受付 

【払い戻し方法の確認】https://eplus.jp/refund1-b/ 

【お問合せ】http://support.eplus.jp/ 

※チケットをｅ＋へご返送ください。 

※チケットの郵送先住所など詳しくは上記チャート(イープラス HP)でご確認ください。 

 

■ チケットぴあでご購入のお客様 

【受付期間】 2021 年 4 月 28 日(水)10:00～2021 年 5 月 31 日(月)23:59 まで 

【払い戻し方法の確認】http://t.pia.jp/guide/refund.html 

※セブンイレブンにてすでに発券済のお客様は下記の払戻方法をご確認ください。 

◆セブン-イレブンにて発券済のお客様 

システムの都合により、セブンイレブン店頭での払い戻し手続きができない状態となっております。 

2021 年 5 月 31 日(月)必着で下記住所（メールセンター）まで、チケットを「簡易書留」「宅配便」「特定記録郵便」でご返送

ください。通常、払い戻し受付期間終了後 3～4 週間程で「郵便振替払出証書」にてご返金いたします。(※現在は、通常

よりお時間を頂戴しております。)郵便振替払出証書は、郵便貯金事務センターより緑色の封筒にて届きます。本人確認

証をご持参のうえ、郵便局にて換金してください。 

＜返送先＞ 

〒150-0011 東京都渋谷区東 1-2-20 渋谷ファーストタワー  

ぴあ株式会社 チケットぴあメールセンター「ASKA」宛 

＜返送時の必要事項＞ 

チケット返送時に必ず下記の内容を記載したメモを同封いただきますようお願いします。 

1.ご返金先の住所 

2.お名前 

3.連絡可能な電話番号（メモの内容と同封内容に相違がある場合、お電話にてご確認させていただくことがあります。） 

4.返送チケットの単価 

5.返送チケットの枚数 

https://eplus.jp/refund1-b/
http://support.eplus.jp/
http://t.pia.jp/guide/refund.html


＜返送時のご注意＞ 

必ずチケットを入れて、返送をお願い致します。メモのみの送付では払い戻しできませんのでご注意ください。 

【お問合せ】チケットぴあインフォメーション 0570-02-9111 (10:00～18:00・年始休) 

 

■ 夢番地 OASIS 先行/一般 WEB 先行でご購入のお客様 

【払い戻し方法】 

簡易書留郵便にてご購入されたチケットをお送りいただきます。  

払戻受付期間： 2021 年 5 月 31 日(月)消印有効まで  

宛名：(株)夢番地 「ASKA 1/6（または 3/13、4/22、6/19）大阪公演」払戻係  

詳しくは下記 URL よりお確かめいただき、お手続きください。  

https://www.yumebanchi.jp/haraimodoshi   

払い戻しは「ゆうちょ銀行からの払出証書」にてお返しします。 

発送は手続きの都合上、払い戻し終了日から一か月後を予定しております。 

【お問合せ】YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531(平日 12:00～18:00 /土日祝 休) 

 

＜その他お問合せ＞ 

YUMEBANCHI（大阪) 06-6341-3525 (平日 12:00～18:00 /土日祝 休)  https://www.yumebanchi.jp/ 

皆様には多大なご迷惑をお掛けいたしますこと、重ねてお詫び申し上げます。 

 

 

（熊本公演の払い戻し方法につきましては次ページ以降をご確認ください） 

  



 

【熊本公演】払い戻し方法のご案内 

【払い戻し期間】 

2021 年 4 月 28 日(水)10：00 〜 5 月 31 日(月)23：59 まで 

払い戻し方法につきましては、お買い求めいただきましたプレイガイド、チケットの受取方法や支払方法などにより異なります。

詳細は、下記よりご確認ください。 

払い戻し期間を過ぎますと、返金の対応ができかねますので十分ご注意ください。 

 

 

【ファンクラブ、Club BBL 会員、各新聞先行、特別番組内先行、 

BEA WEB 先行、ローソンチケット】 にてご購入のお客様 

発券されたチケットと各種手数料券をお持ちいただき、払い戻し期間内にお近くのローソン、ミニストップ店舗に 

ご来店の上、店内設置の Loppi で払い戻し手続きください。 

※チケットをお引取りいただいたコンビニであれば、どの店舗でも払戻し可能です。 

（ローソンであればローソン、ミニストップであればミニストップ） 

 

払戻しには「チケット」が必要となります。 

まだチケットを発券されていない方は、お手数ですが一度発券の上、再度 Loppi にて払い戻しお手続きください。 

 

※払戻しされたチケットはレジにて回収いたします。必ず店員にお渡しください。 

※チケットまたは、各種手数料券を紛失または破棄されてしまっている場合、 

紛失・破棄された券の払い戻しは一切お受けできませんので、予めご了承ください。 

※半券のないチケットの払い戻しはできません。 

 

払い戻し方法は下記 URL をご確認ください。 

https://l-tike.com/oc/lt/haraimodoshi/ 

【お問合せ】ローソンチケット https://l-tike.com/contact/ 

 

【e＋（イープラス）】にてご購入のお客様  

払い戻し方法は、チケットの受取方法や支払方法により異なります。 

払い戻し方法詳細については下記の払い戻し方法チャートをご確認ください。 

https://eplus.jp/refund1/ 

※質問に答えながらご自身の状況を確認してください。適切な払い戻し方法をご確認いただけます。 

【お問合せ】e+ http://support.eplus.jp/ 

  

http://l-tike.com/oc/lt/haraimodoshi/
https://l-tike.com/contact/
https://eplus.jp/refund1/
http://support.eplus.jp/


 

【ファミリーマートポスター先行、FM 熊本先行、チケットぴあ】にてご購入のお客様  

チケットの受取方法などにより手続きが異なります。払い戻し方法詳細については下記 URL をご確認ください。 

http://t2.pia.jp/guide/refund.jsp 

 

なお、セブンイレブンにて発券済みのお客様は、システムの都合上、セブンイレブン店頭での払い戻し手続きができ

ない状態となっております。 

払い戻し受付期間内必着で下記住所（メールセンター）まで、チケットを「簡易書留」「宅配便」「特定記録郵便」でご

返送ください。 

通常、払い戻し受付期間終了後 3～4 週間程で「郵便振替払出証書」にてご返金いたします。(※現在は、通常よりお

時間を頂戴しております。) 

郵便振替払出証書は、郵便貯金事務センターより緑色の封筒にて届きます。本人確認証をご持参のうえ、郵便局にて

換金してください。 

 

＜返送先＞ 

〒150-0011 東京都渋谷区東 1-2-20 渋谷ファーストタワー 

ぴあ株式会社 チケットぴあメールセンター「ASKA」宛 

 

＜返送時の必要事項＞ 

チケット返送時に必ず下記の内容を記載したメモを同封いただきますようお願いします。 

1.ご返金先の住所 

2.お名前 

3.連絡可能な電話番号（メモの内容と同封内容に相違がある場合、お電話にてご確認させていただくことが あります。） 

4.返送チケットの単価 

5.返送チケットの枚数 

 

＜返送時のご注意＞ 

必ずチケットを入れて、返送をお願い致します。メモのみの送付では払い戻しできませんのでご注意ください。 

 

【お問合せ】チケットぴあ http://t.pia.jp/help/index.jsp 

 

 

公演を楽しみにされていた皆様に、改めて深くお詫び申し上げます。 

ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

▼公演に関するお問合せ▼ 

【熊本公演】BEA 092-712-4221（月水金 12:00-17:00）https://www.bea-net.com/ 

 

http://t2.pia.jp/guide/refund.jsp
http://t.pia.jp/help/index.jsp
https://www.bea-net.com/

