
HKT48 12thシングル「意志」劇場盤 発売記念個別握手会/スペシャルレーン握手会

2018年7月27日（土） 2019年8月25日（日） 2018年9月7日（土）

福岡会場：西日本総合展示場 関東会場：東京流通センター 東海会場：ポートメッセなごや
チームH 秋吉優花　第１部 秋吉優花　第１部 秋吉優花　第１部

秋吉優花　第６部 秋吉優花　第６部 秋吉優花　第７部
秋吉優花　第８部 秋吉優花　第８部 秋吉優花　第９部

伊藤優絵瑠　第１部 伊藤優絵瑠　第１部 伊藤優絵瑠　第１部
伊藤優絵瑠　第４部 伊藤優絵瑠　第４部 伊藤優絵瑠　第４部

上野遥　第１部 上野遥　第１部 上野遥　第１部
上野遥　第５部 上野遥　第５部 上野遥　第５部
上野遥　第７部 上野遥　第７部 上野遥　第９部

神志那結衣　第２部 神志那結衣　第２部 神志那結衣　第２部
神志那結衣　第６部 神志那結衣　第６部 神志那結衣　第６部
神志那結衣　第８部 神志那結衣　第８部 神志那結衣　第８部

神志那結衣　第１０部 神志那結衣　第１０部 神志那結衣　第１０部

坂口理子　第２部 坂口理子　第２部 坂口理子　第２部
坂口理子　第６部 坂口理子　第６部 坂口理子　第６部
坂口理子　第８部 坂口理子　第８部 坂口理子　第８部

坂口理子　第１０部 坂口理子　第１０部 坂口理子　第１０部

田島芽瑠　第１部 田島芽瑠　第１部 田島芽瑠　第１部
田島芽瑠　第２部 田島芽瑠　第２部 田島芽瑠　第２部
田島芽瑠　第４部 田島芽瑠　第４部 田島芽瑠　第４部
田島芽瑠　第５部 田島芽瑠　第５部 田島芽瑠　第５部
田島芽瑠　第８部 田島芽瑠　第８部 田島芽瑠　第８部
田島芽瑠　第９部 田島芽瑠　第９部 田島芽瑠　第９部

田中菜津美　第１部 田中菜津美　第１部 田中菜津美　第１部
田中菜津美　第４部 田中菜津美　第４部 田中菜津美　第４部

田中美久　第２部 田中美久　第２部 田中美久　第２部
田中美久　第３部 田中美久　第３部 田中美久　第３部
田中美久　第４部 田中美久　第４部 田中美久　第４部
田中美久　第６部 田中美久　第６部 田中美久　第６部
田中美久　第７部 田中美久　第７部 田中美久　第７部
田中美久　第９部 田中美久　第９部 田中美久　第９部

田中美久　第１０部 田中美久　第１０部 田中美久　第１０部

豊永阿紀　第２部 豊永阿紀　第２部 豊永阿紀　第２部
豊永阿紀　第３部 豊永阿紀　第３部 豊永阿紀　第３部
豊永阿紀　第４部 豊永阿紀　第４部 豊永阿紀　第４部
豊永阿紀　第６部 豊永阿紀　第６部 豊永阿紀　第６部
豊永阿紀　第７部 豊永阿紀　第７部 豊永阿紀　第７部
豊永阿紀　第９部 豊永阿紀　第９部 豊永阿紀　第９部

豊永阿紀　第１０部 豊永阿紀　第１０部 豊永阿紀　第１０部

松岡菜摘　第２部 松岡菜摘　第２部 松岡菜摘　第３部
松岡菜摘　第３部 松岡菜摘　第３部 松岡菜摘　第４部
松岡菜摘　第４部 松岡菜摘　第４部 松岡菜摘　第６部
松岡菜摘　第６部 松岡菜摘　第６部 松岡菜摘　第７部
松岡菜摘　第７部 松岡菜摘　第７部 松岡菜摘　第９部
松岡菜摘　第９部 松岡菜摘　第９部 松岡菜摘　第１０部

松岡菜摘　第１０部 松岡菜摘　第１０部
渡部愛加里　第２部

渡部愛加里　第２部 渡部愛加里　第２部 渡部愛加里　第６部
渡部愛加里　第６部 渡部愛加里　第６部 渡部愛加里　第７部
渡部愛加里　第８部 渡部愛加里　第８部 渡部愛加里　第８部
渡部愛加里　第９部 渡部愛加里　第９部

チームKⅣ 今田美奈　第１部 今田美奈　第１部 今田美奈　第１部
今田美奈　第６部 今田美奈　第６部 今田美奈　第５部
今田美奈　第８部 今田美奈　第８部 今田美奈　第６部

植木南央　第２部 植木南央　第２部 植木南央　第２部
植木南央　第３部 植木南央　第３部 植木南央　第３部
植木南央　第５部 植木南央　第５部 植木南央　第５部
植木南央　第７部 植木南央　第７部 植木南央　第８部

植木南央　第１０部 植木南央　第１０部 植木南央　第１０部

運上弘菜　第２部 運上弘菜　第２部 運上弘菜　第２部
運上弘菜　第３部 運上弘菜　第３部 運上弘菜　第３部
運上弘菜　第４部 運上弘菜　第４部 運上弘菜　第４部
運上弘菜　第６部 運上弘菜　第６部 運上弘菜　第６部
運上弘菜　第７部 運上弘菜　第７部 運上弘菜　第７部
運上弘菜　第９部 運上弘菜　第９部 運上弘菜　第９部

運上弘菜　第１０部 運上弘菜　第１０部 運上弘菜　第１０部

熊沢世莉奈　第３部 熊沢世莉奈　第３部 熊沢世莉奈　第３部
熊沢世莉奈　第４部 熊沢世莉奈　第４部 熊沢世莉奈　第４部

下野由貴　第１部 下野由貴　第１部
下野由貴　第５部 下野由貴　第５部
下野由貴　第９部 下野由貴　第９部

地頭江音々　第２部 地頭江音々　第２部 地頭江音々　第２部
地頭江音々　第３部 地頭江音々　第３部 地頭江音々　第３部
地頭江音々　第５部 地頭江音々　第５部 地頭江音々　第５部
地頭江音々　第７部 地頭江音々　第７部 地頭江音々　第８部

地頭江音々　第１０部 地頭江音々　第１０部 地頭江音々　第１０部

朝長美桜　第２部 朝長美桜　第２部 朝長美桜　第２部
朝長美桜　第６部 朝長美桜　第６部 朝長美桜　第７部
朝長美桜　第８部 朝長美桜　第８部 朝長美桜　第８部

朝長美桜　第１０部 朝長美桜　第１０部 朝長美桜　第１０部

馬場彩華　第３部 馬場彩華　第３部 馬場彩華　第３部
馬場彩華　第５部 馬場彩華　第５部 馬場彩華　第５部
馬場彩華　第９部 馬場彩華　第９部 馬場彩華　第６部

深川舞子　第１部 深川舞子　第１部 深川舞子　第１部
深川舞子　第４部 深川舞子　第４部 深川舞子　第４部

渕上舞　第１部 渕上舞　第１部 渕上舞　第１部
渕上舞　第２部 渕上舞　第２部 渕上舞　第２部
渕上舞　第４部 渕上舞　第４部 渕上舞　第４部
渕上舞　第５部 渕上舞　第５部 渕上舞　第５部
渕上舞　第８部 渕上舞　第８部 渕上舞　第８部
渕上舞　第９部 渕上舞　第９部 渕上舞　第９部

村重杏奈　第１部 村重杏奈　第１部 村重杏奈　第１部
村重杏奈　第４部 村重杏奈　第４部 村重杏奈　第４部
村重杏奈　第７部 村重杏奈　第７部 村重杏奈　第７部

本村碧唯　第１部 本村碧唯　第１部 本村碧唯　第１部
本村碧唯　第２部 本村碧唯　第２部 本村碧唯　第２部
本村碧唯　第４部 本村碧唯　第４部 本村碧唯　第４部
本村碧唯　第５部 本村碧唯　第５部 本村碧唯　第５部
本村碧唯　第８部 本村碧唯　第８部 本村碧唯　第８部
本村碧唯　第９部 本村碧唯　第９部 本村碧唯　第９部



森保まどか　第２部 森保まどか　第２部 森保まどか　第２部
森保まどか　第３部 森保まどか　第３部 森保まどか　第３部
森保まどか　第４部 森保まどか　第４部 森保まどか　第４部
森保まどか　第６部 森保まどか　第６部 森保まどか　第６部
森保まどか　第７部 森保まどか　第７部 森保まどか　第７部
森保まどか　第９部 森保まどか　第９部 森保まどか　第９部

森保まどか　第１０部 森保まどか　第１０部 森保まどか　第１０部

チームTⅡ 荒巻美咲　第３部 荒巻美咲　第３部 荒巻美咲　第３部
荒巻美咲　第５部 荒巻美咲　第５部 荒巻美咲　第５部
荒巻美咲　第９部 荒巻美咲　第９部 荒巻美咲　第６部

今村麻莉愛　第１部 今村麻莉愛　第１部 今村麻莉愛　第１部
今村麻莉愛　第４部 今村麻莉愛　第４部 今村麻莉愛　第４部

小田彩加　第２部 小田彩加　第２部 小田彩加　第２部
小田彩加　第６部 小田彩加　第６部 小田彩加　第７部
小田彩加　第８部 小田彩加　第８部 小田彩加　第８部

小田彩加　第１０部 小田彩加　第１０部 小田彩加　第１０部

栗原紗英　第１部 栗原紗英　第１部 栗原紗英　第１部
栗原紗英　第５部 栗原紗英　第５部 栗原紗英　第５部
栗原紗英　第９部 栗原紗英　第９部 栗原紗英　第９部

堺萌香　第１部 堺萌香　第１部 堺萌香　第１部
堺萌香　第５部 堺萌香　第５部 堺萌香　第２部
堺萌香　第９部 堺萌香　第９部 堺萌香　第５部

堺萌香　第９部
坂本愛玲菜　第２部 坂本愛玲菜　第２部
坂本愛玲菜　第３部 坂本愛玲菜　第３部 坂本愛玲菜　第２部
坂本愛玲菜　第５部 坂本愛玲菜　第５部 坂本愛玲菜　第３部
坂本愛玲菜　第７部 坂本愛玲菜　第７部 坂本愛玲菜　第６部

坂本愛玲菜　第１０部 坂本愛玲菜　第１０部 坂本愛玲菜　第８部
坂本愛玲菜　第１０部

清水梨央　第３部 清水梨央　第３部
清水梨央　第５部 清水梨央　第５部 清水梨央　第３部
清水梨央　第９部 清水梨央　第９部 清水梨央　第５部

清水梨央　第６部
石安伊　第１部 石安伊　第１部
石安伊　第４部 石安伊　第４部 石安伊　第１部

石安伊　第４部
武田智加　第２部 武田智加　第２部
武田智加　第３部 武田智加　第３部 武田智加　第２部
武田智加　第５部 武田智加　第５部 武田智加　第３部
武田智加　第７部 武田智加　第７部 武田智加　第５部

武田智加　第１０部 武田智加　第１０部 武田智加　第８部
武田智加　第１０部

月足天音　第３部 月足天音　第３部
月足天音　第６部 月足天音　第６部 月足天音　第３部
月足天音　第８部 月足天音　第８部 月足天音　第７部

月足天音　第１０部 月足天音　第１０部 月足天音　第８部
月足天音　第１０部

外薗葉月　第１部 外薗葉月　第１部
外薗葉月　第７部 外薗葉月　第７部 外薗葉月　第１部
外薗葉月　第８部 外薗葉月　第８部 外薗葉月　第７部

外薗葉月　第９部
松岡はな　第２部 松岡はな　第２部
松岡はな　第３部 松岡はな　第３部 松岡はな　第２部
松岡はな　第４部 松岡はな　第４部 松岡はな　第３部
松岡はな　第６部 松岡はな　第６部 松岡はな　第４部
松岡はな　第７部 松岡はな　第７部 松岡はな　第６部
松岡はな　第９部 松岡はな　第９部 松岡はな　第７部

松岡はな　第１０部 松岡はな　第１０部 松岡はな　第９部
松岡はな　第１０部

松本日向　第２部 松本日向　第２部
松本日向　第６部 松本日向　第６部 松本日向　第２部
松本日向　第８部 松本日向　第８部 松本日向　第６部

松本日向　第１０部 松本日向　第１０部 松本日向　第８部
松本日向　第１０部

宮﨑想乃　第３部 宮﨑想乃　第３部
宮﨑想乃　第５部 宮﨑想乃　第５部 宮﨑想乃　第３部
宮﨑想乃　第９部 宮﨑想乃　第９部 宮﨑想乃　第５部

宮﨑想乃　第６部
村川緋杏　第１部 村川緋杏　第１部
村川緋杏　第７部 村川緋杏　第７部 村川緋杏　第１部
村川緋杏　第８部 村川緋杏　第８部 村川緋杏　第７部

村川緋杏　第９部
山内祐奈　第１部 山内祐奈　第１部
山内祐奈　第７部 山内祐奈　第７部 山内祐奈　第１部
山内祐奈　第８部 山内祐奈　第８部 山内祐奈　第７部

山内祐奈　第９部
山下エミリー　第１部 山下エミリー　第１部
山下エミリー　第６部 山下エミリー　第６部 山下エミリー　第１部
山下エミリー　第８部 山下エミリー　第８部 山下エミリー　第７部

山下エミリー　第８部

研究生 石橋颯　３部 石橋颯　第３部 石橋颯　第３部
石橋颯　７部 石橋颯　第７部 石橋颯　第８部

市村愛里　３部 市村愛里　第３部 市村愛里　第３部
市村愛里　７部 市村愛里　第７部 市村愛里　第８部

小川紗奈　３部 小川紗奈　第３部 小川紗奈　第３部
小川紗奈　７部 小川紗奈　第７部 小川紗奈　第６部

上島楓　４部 上島楓　第４部 上島楓　第４部
上島楓　７部 上島楓　第７部 上島楓　第８部

川平聖　４部 川平聖　第４部 川平聖　第４部
川平聖　８部 川平聖　第８部 川平聖　第８部

工藤陽香　４部 工藤陽香　第４部 工藤陽香　第４部
工藤陽香　８部 工藤陽香　第８部 工藤陽香　第９部

栗山梨奈　５部 栗山梨奈　第５部 栗山梨奈　第５部
栗山梨奈　８部 栗山梨奈　第８部 栗山梨奈　第６部

後藤陽菜乃　５部 後藤陽菜乃　第５部 後藤陽菜乃　第５部
後藤陽菜乃　８部 後藤陽菜乃　第８部 後藤陽菜乃　第６部

坂本りの　５部 坂本りの　第５部 坂本りの　第５部
坂本りの　９部 坂本りの　第９部 坂本りの　第９部

竹本くるみ　５部 竹本くるみ　第５部 竹本くるみ　第７部
竹本くるみ　９部 竹本くるみ　第９部 竹本くるみ　第９部

田中伊桜莉　６部 田中伊桜莉　第６部 田中伊桜莉　第５部
田中伊桜莉　９部 田中伊桜莉　第９部 田中伊桜莉　第６部

長野雅　６部 長野雅　第６部 長野雅　第７部
長野雅　１０部 長野雅　第１０部 長野雅　第１０部

水上凜巳花　６部 水上凜巳花　第６部 水上凜巳花　第７部
水上凜巳花　１０部 水上凜巳花　第１０部 水上凜巳花　第１０部

村上和叶　６部 村上和叶　第６部 村上和叶　第７部
村上和叶　１０部 村上和叶　第１０部 村上和叶　第１０部



スペシャルレーン
小田彩加・坂口理子・地頭江音々

松本日向　第１部
小田彩加・坂口理子・地頭江音々

松本日向　第１部
神志那結衣・坂口理子・朝長美桜

第1部

秋吉優花・今田美奈・上野遥
下野由貴　第２部

秋吉優花・今田美奈・上野遥
下野由貴　第２部

今田美奈・田中菜津美・深川舞子
村重杏奈　第２部

伊藤優絵瑠・神志那結衣・坂口理子
石安伊・朝長美桜　第３部

伊藤優絵瑠・神志那結衣・坂口理子
石安伊・朝長美桜　第３部

今村麻莉愛・栗原紗英・外薗葉月
村川緋杏・山内祐奈・山下エミリー

第３部

荒巻美咲・外薗葉月・村川緋杏

山内祐奈・山下エミリー 第４部
荒巻美咲・外薗葉月・村川緋杏

山内祐奈・山下エミリー　第４部
小田彩加・堺萌香・月足天音

松本日向　第４部

今田美奈・熊沢世莉奈・田中菜津美
深川舞子・村重杏奈　計５部

今田美奈・熊沢世莉奈・田中菜津美
深川舞子・村重杏奈　第５部

秋吉優花・伊藤優絵瑠・今村麻莉愛
坂口理子・朝長美桜　第５部

今村麻莉愛・植木南央・上野遥
堺萌香・下野由貴　第６部

今村麻莉愛・植木南央・上野遥
堺萌香・下野由貴　第６部

秋吉優花・上野遥・石安伊
武田智加・地頭江音々　第６部

栗原紗英・神志那結衣・松本日向
宮﨑想乃・山下エミリー　第７部

栗原紗英・神志那結衣・松本日向
宮﨑想乃・山下エミリー　第７部

今村麻莉愛・植木南央・堺萌香
坂本愛玲菜　第７部

伊藤優絵瑠・今村麻莉愛・清水梨央
武田智加・馬場彩華　第８部

伊藤優絵瑠・今村麻莉愛・清水梨央
武田智加・馬場彩華　第８部

栗原紗英・深川舞子・外薗葉月
村重杏奈　第８部

秋吉優花・坂口理子・外薗葉月
村川緋杏・村重杏奈　第９部

秋吉優花・坂口理子・外薗葉月
村川緋杏・村重杏奈　第９部

神志那結衣・坂口理子・武田智加
第９部

伊藤優絵瑠・上野遥・馬場彩華
渡部愛加里　第１０部

伊藤優絵瑠・上野遥・馬場彩華
渡部愛加里　第１０部

今村麻莉愛･村川緋杏･渡部愛加里
第１０部


