
 

 

2019 年９月 24 日 

各  位 

 

会 社 名 株 式 会 社 エ ム ア ッ プ 

（コード番号：3661 東証第一部） 

 

シンガー・ソングライター あいみょん 

オフィシャルファンクラブ『AIM』会員限定通販サイト 

「AIMYON OFFICIAL FAN CLUB "AIM" ONLINE STORE」オープンのお知らせ 

 

株式会社エムアップ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤宏一郎）の連結子会社である EMTG 株式会社（所

在地：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 元）は、あいみょん オフィシャルファンクラブ『AIM』会員限定通販サ

イト「AIMYON OFFICIAL FAN CLUB "AIM" ONLINE STORE」を 2019 年９月 23 日（月・祝）にオープンいたしました

ので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

2019 年 10 月からスタートする『AIMYON TOUR 2019 -SIXTH SENSE STORY-』のグッズの先行販売を、2019 年９月

24 日（火）20 時より開始致します。 

 

 

▼あいみょん オフィシャルファンクラブ『AIM』会員限定通販サイト 

「AIMYON OFFICIAL FAN CLUB "AIM" ONLINE STORE」概要 

URL：https://store.emtg.jp/aimyon/ 

開始日：2019 年９月 23 日（月・祝） 

商品販売開始日：2019 年９月 24 日（火） 

 

▼「AIMYON OFFICIAL FAN CLUB "AIM" ONLINE STORE」取り扱い商品 

 

 

 

【EC 限定】SSS バスタオル ￥3,500 

SSS T シャツ/ホワイト （サイズ:S/M/L/XL） ￥3,000 

SSS T シャツ/ブルー （サイズ:S/M/L/XL） ￥3,000 

懐かしいと笑えたあの日のロングスリーブ T シャツ/ホワイト （サイズ:S/M/L/XL） ￥4,000 

懐かしいと笑えたあの日のロングスリーブ T シャツ/イエロー （サイズ:S/M/L/XL） ￥4,000 

SSS スウェット/ブラック （サイズ:1/2） ￥6,000 

sixth sense story タオル ￥1,500 

SSS ナイロンバッグ ￥3,000 

SSS PVC ポーチ ￥1,800 

ソーラーキーホルダー ￥800 

リキッドボールペン ￥1,000 

フレークシール ￥700 

HAVE FUN ALL DAY SOCKS ブラック （サイズ:22-24cm相当/25-27cm 相当） ￥1,200 

HAVE FUN ALL DAY SOCKS/ホワイト （サイズ:22-24cm 相当/25-27cm 相当） ￥1,200 

https://store.emtg.jp/aimyon/


クリアベルト ￥1,500 

A４ポスター A ￥500 

A４ポスター B ￥500 

□販売期間：2019 年９月 24 日（火）20:00～2019 年 10 月９日（水） 23:59 

※税込価格 

※あいみょん オフィシャルファンクラブ『AIM』会員限定販売となります。 

 

 

▼AIMYON TOUR 2019 -SIXTH SENSE STORY- 特設サイト 

http://www.aimyong.net/feature/sixth_sense_story 

 

[公演日程] 

2019 年 10 月 11 日（金） 埼玉・三郷市文化会館 

2019 年 10 月 13 日（日） 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru 

2019 年 10 月 17 日（木） 新潟・新潟テルサ 

2019 年 10 月 18 日（金） 新潟・新潟テルサ 

2019 年 10 月 23 日（水） 大阪・大阪オリックス劇場 

2019 年 10 月 24 日（木） 大阪・大阪オリックス劇場 

2019 年 10 月 26 日（土） 愛知・愛知芸術劇場 

2019 年 10 月 27 日（日） 愛知・愛知芸術劇場 

2019 年 11 月２日（土） 熊本・熊本市民会館 

2019 年 11 月３日（日） 鹿児島・鹿児島市民文化ホール第一 

2019 年 11 月７日（木） 宮城・仙台サンプラザ 

2019 年 11 月８日（金） 宮城・仙台サンプラザ 

2019 年 11 月 14 日（木） 広島・広島上野学園ホール 

2019 年 11 月 15 日（金） 広島・広島上野学園ホール 

2019 年 11 月 17 日（日） 福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール 

2019 年 11 月 23 日（土） 愛媛・松山市民会館 

2019 年 11 月 24 日（日） 香川・サンポートホール高松 

2019 年 11 月 30 日（土） 石川・本多の森ホール 

2019 年 12 月 14 日（土） 兵庫・神戸ワールド記念ホール 

2019 年 12 月 15 日（日） 兵庫・神戸ワールド記念ホール 

2019 年 12 月 17 日（火） 神奈川・横浜アリーナ 

2019 年 12 月 18 日（水） 神奈川・横浜アリーナ 

 

[追加公演日程] 

2020 年２月１日（土） 東京・国立代々木競技場第一体育館 

2020 年２月２日（日） 東京・国立代々木競技場第一体育館 

2020 年２月 12 日（水） 大阪・大阪城ホール 

2020 年２月 13 日（木） 大阪・大阪城ホール 

 

[チケット料金] 

指定席 ¥6,600（税込） ※未就学児童入場不可 

 

[追加公演オフィシャル先行予約] 

2019 年９月９日（月）12：00～2019 年９月 24 日（火）23：00 まで 

 

○あいみょん オフィシャルファンクラブ『AIM』 （スマートフォン専用） 

http://sp.aimyong.net/aim/ 

 

○あいみょん オフィシャルサイト 

http://www.aimyong.net/ 

 

 

http://www.aimyong.net/feature/sixth_sense_story
http://sp.aimyong.net/aim/
http://www.aimyong.net/


※参考情報 

・株式会社エムアップ 代表取締役 美藤宏一郎 

本社  東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 18 号 渋谷南東急ビル 10 階  

事業内容 コンテンツ事業、EC 事業、電子チケット事業、その他事業 

URL  http://www.m-up.com/ 

 

・EMTG 株式会社  代表取締役 佐藤元 

本社  東京都渋谷区渋谷三丁目 12 番 18 号 渋谷南東急ビル９階 

事業内容 スマートフォン・携帯向け アーティストファンサイトの企画・開発・運営 

             ファンクラブの企画・開発・運営 

URL  https://emtg.co.jp/ 

 

・本リリースに記載されている商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

 

■本件に関するお問い合わせ先 

株式会社エムアップ  

ＩＲ担当 E-Mail  ：ir-support@m-up.com 


