
 
 
 

 （1411）

     2014 年 3 月 7 日

タワーレコード株式会社

PRESS RELEASE 
 

TOWER RECORDS CAFE とさくら学院クッキング部ミニパティが 

昨年に引き続きコラボレーション 

コラボメニュー＆コラボグッズ、3 月 11 日より限定販売開始 
                            

タワーレコード株式会社（本店所在地：東京都渋谷区 代表取締役社長：嶺脇育夫）では、さくら学院 4th Album「さくら

学院 2013 年度 ～絆～」発売（2014 年 3 月 12 日発売）を記念して、2014 年 3 月 11 日（火）～2014 年 3 月 17 日（月）

の期間、TOWER RECORDS CAFE (タワーレコード渋谷店２Ｆ)にて、さくら学院クッキング部「ミニパティ」とコラボレーショ

ン、期間限定コラボメニューとして「ミニパティ しゃなりはんなりどら焼き姫 やまとなでしこばんざい！おいでいっぷくめ

しませ♡ with さくらふわり tea おおきにー♡」（1,260 円※税込）を期間・数量限定でご提供いたします。TOWER 

RECORDS CAFE とミニパティのコラボは昨年に引き続き 2 度目。 

 

 今回のコラボレーションでは、昨年がミニパティの楽曲『ミラクル♪パティフル♪ハンバーガー』の歌詞に合わせてコラボ

メニューのレシピを提案したのに対し、今年は、TOWER RECORDS CAFE が先にコラボメニューを提案、そのレシピを基

にアルバム収録曲『しゃなりはんなりどら焼き姫』が制作されるという逆コラボレーションが実現。 

さくら餡を使い、さくら学院の校章が刻印されたオリジナル“どら焼き”を中心に、わらびもちやさくらアイスクリーム、フ

ルーツなど、まさに春に相応しい“さくら”尽くしのレシピで、ミニパティの 3 人がデコレーション協力したスペシャルプレー

トと、メンバー3 人がその甘さや香りを選んだ“さくらティー”とのセットメニューとなります。 

また、今回、期間中、このコラボメニューを召し上がったお客様に先着でミニパティオリジナル生写真もプレゼントいた

します。是非、さくら学院の 3 月 12 日リリース ニューアルバム「さくら学院 2013 年度 ～絆～」ならびにミニパティ『しゃな

りはんなりどら焼き姫』とともに、その原案となったコラボスイーツをお楽しみください。 

 

 さらに今年のコラボレーションでは、期間中、タワーレコード渋谷店、新宿店およびタワーレコード オンライン
（http://tower.jp/article/feature_item/2014/03/07/4002）にて数量限定でタワーレコード×ミニパティ 限定コラ
ボ 「ミニパティ いっぷく湯のみ」（1,000 円＋税）を販売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             

さくら学院クッキング部ミニパティ  

（左から 菊地最愛、田口華、水野由結） 
ミニパティ しゃなりはんなりどら焼き姫 やまとなでしこばんざい！

おいでいっぷくめしませ♡ with さくらふわり tea おおきにー♡ 

■ご取材ならびにこの件に関するお問い合せ先■ 

タワーレコード株式会社 広報室谷河（やがわ）、伊早坂、松本、高橋  

TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp  

http://tower.jp/article/feature_item/2014/03/07/4002
mailto:press@tower.co.jp


 

 TOWER RECORDS CAFE×さくら学院クッキング部ミニパティ コラボレーションメニュー販売詳細  
  
 販売期間： 2014 年 3 月 11 日（火）～2014 年 3 月 17 日（月） 
営業時間：  AM10:00～PM23:30※ラストオーダー22:30 (コラボメニューは限定数のご提供となり、 

各日なくなり次第終了いたします。） 
販売場所：  タワーレコード渋谷店２F「TOWER RECORDS CAFE」 
コラボレーションメニュー名： 

 

   「ミニパティ しゃなりはんなりどら焼き姫 やまとなでしこばんざい！ 

おいでいっぷくめしませ♡ with さくらふわり tea おおきにー♡」 
 
販売価格：  1,260 円（税込） 
 
特典: 上記期間内に「TOWER RECORDS CAFE」にて「ミニパティ しゃなりはんなりどら焼き姫 やまとな

でしこばんざい！おいでいっぷくめしませ♡ with さくらふわり tea おおきにー♡」をご注文頂いた方
に先着で１セットにつき１枚、オリジナル生写真をプレゼントいたします。 

 
※コラボレーションメニューご希望の方が殺到した場合、整理券を発行させていただき、定数に達し次第、 

終了とさせていただく場合もございます。 
   ※整理券の配布は先着順となり、ご予約等はお受けできません。ご了承ください。 
   ※コラボレーションメニューは CAFE 店内でのご提供のみとなっております。テイクアウトは承っておりません。  
   ※店内混雑時は、時間制限・相席にさせていただく場合もございます。ご協力をお願いいたします。 
  

 

TOWER RECORDS×さくら学院クッキング部ミニパティ コラボレーショングッズ詳細 

 

商品名：  タワーレコード×ミニパティ 限定コラボ 「ミニパティ いっぷく湯のみ」 

価格：  1,000 円＋税 

寸法：  高さ 92mm 口径 65 ㎜ 内容量 210cc 

販売店：  タワーレコード渋谷店、タワーレコード新宿店、タワーレコード オンライン 

URL:  http://tower.jp/article/feature_item/2014/03/07/4002 

発売開始日： 3 月 11 日(火) 
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タワーレコード×ミニパティ 限定コラボ 「ミニパティ いっぷく湯のみ」と絵柄展開図 

 

 

http://tower.jp/article/feature_item/2014/03/07/4002


 

☆さくら学院 クッキング部 ミニパティ 

 

【メンバー】菊地最愛（中等部 2 年）、田口華（中等部 2 年）、水野由結（中等部 2 年） 

 

2010 年 4 月開校した、学校生活とクラブ活動をテーマに色々な分野で個性を表現していく「成長期限定」ユニット“さくら

学院”のクラブ活動ユニット。 

初代メンバーは、堀内まり菜（中等部 3 年 生徒会長）、飯田來麗（中等部 3 年 パフォーマンス委員長）、杉﨑寧々（中

等部 3 年 トーク委員長）が勤め、2011 年 7 月に現メンバーに引き継がれる。 

 

＜さくら学院 4th Album情報＞ 

アーティスト： さくら学院 

タイトル：  「さくら学院 2013 年度 ～絆～」 

発売日：  2013 年 3 月 12 日（水） 

発売元：  ユニバーサル ミュージック 

価格：  通常盤/初回限定仕様 3,059 円（税込） 

  初回限定盤 さ盤、く盤、ら盤 各 3,890 円（税込） 

 

■CD 収録曲（通常盤、初回限定盤共通） 
1. 目指せ！スーパーレディー - 2013 年度 –  
2. 負けるな！青春ヒザコゾウ 
3. Hana*Hana  
4. 顔笑れ!!  
5. しゃなりはんなりどら焼き姫 / クッキング部 ミニパティ 
6. Welcome to My Computer / 科学部 科学究明機構ロヂカ？ 
7. 予想以上のスマッシュ / テニス部 Pastel Wind 
8. FRIENDS ～Unplugged 2013～ / 中等部 3 年 （堀内まり菜、飯田來麗、杉﨑寧々、佐藤日向） from さくら学院 
9. I・J・I  
10. 未完成シルエット  
11. Jump Up ～ちいさな勇気～  
≪ボーナストラック≫ノンストップ☆帰宅部 在宅わっしょい!! / 帰宅部 sleepiece Re-Mix  
 
■DVD 収録内容 
＜さ盤ＤＶＤ＞ さくら学院が一流ダンサーと夢のコラボ!...のはずがまさかの大パニック！の巻  
*「Jump Up 〜ちいさな勇気〜」Music Video 
*さくら学院学年末テスト 2013 
 
＜く盤 DVD＞「く盤」クイズ！さくら学院を一番愛しているのは誰だ！？ 
*「Hana*Hana」Music Video 
* さくら学院カルトクイズ 2013 
 
＜ら盤 DVD＞ LIVE“Thank you! Oh my friend” 
*「顔笑れ!!」Music Video 
* Unplugged LIVE / 中等部 3 年（堀内まり菜、飯田來麗、杉﨑寧々、佐藤日向）from さくら学院 
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【初回限定盤 さ盤】

CD+DVD 

【初回限定盤 く盤】

CD+DVD 

【初回限定盤 ら盤】

CD+DVD 

【通常盤/初回限定仕様】 

CD 


