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★・・・『推し増し』対象枠

※石田千穂は、活動休止中のため、5月29日のお話し会を終日不参加とさせていただきます。

※参加メンバーおよびスケジュールは急遽変更となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

18:20〜19:10
（19:00受付終了）

19:20〜20:10
（20:00受付終了）

20:20〜21:00
（20:50受付終了）

八時間目 九時間目 十時間目

16:00〜16:50
（16:40受付終了）

17:00〜17:50
（17:40受付終了）

※石田千穂は不参加となります

2021年5月29日（土）STU48 6thシングル「独り言で語るくらいなら」劇場盤発売記念 オンライン個別お話し会
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（13:40受付終了）

14:00〜14:50
（14:40受付終了）

15:00〜15:50
（15:40受付終了）



※5月29日のお話し会にて、5月1日に不参加となりました2期研究生 清水紗良の振替対応を実施いたします。詳細はこちら

※5月29日のお話し会にて、5月1日に不参加となりました2期研究生 渡辺菜月の振替対応を実施いたします。詳細はこちら

※5月29日、5月30日のお話し会にて、原田清花のオンライン個別お話し会　一部不参加分（2月13日・2月20日・2月21日・4月3日・4月17日）の振替対応を実施いたします。詳細はこちら

https://stu.kingrecords.co.jp/info/000611.html
https://stu.kingrecords.co.jp/info/000612.html
https://stu.kingrecords.co.jp/info/000614.html

