
 

 

PRESS RELEASE        

 

さくら学院 6th Album「さくら学院 2015年度 ～キラメキの雫～」 
タワーレコード店舗限定応援企画第一弾を発表！ 

タワレボ「南波一海のアイドル三十六房 特別編」の配信 

NO MUSIC, NO IDOL?ポスター2 種 

～全店にさくら学院メンバーによる手書き POP＆写真で店頭展開～ 
                                                   

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、学校をテーマにした成長期

限定アイドルユニット「さくら学院」2015 年度の集大成作品ともなる 6th アルバム「さくら学院 2015 年度 ～キラメキの雫

～」のタワーレコード、タワーミニ全店舗での独占販売（※オンラインはアミューズオンラインショップ『アスマート』にて販

売）決定を記念し、全店にて大プッシュが決定。さらに、今や恒例となっている新宿店を中心にした「NO MUSIC, NO 

IDOL？」ポスター施策と、タワレコの人気ネット番組「南波一海のアイドル三十六房」での最終学年 3 人を招いたトーク公

開収録イベントを渋谷店で実施することになりました。 

なお、今回、店舗ではタワーレコードのみの販売となることを記念し、全店店頭に、生徒（メンバー）自らによる手書きコ

メントカードとサイン入りチェキを掲示します。タワーレコードでは、これら唯一無二のコメントカードとサイン入りチェキとと

もに、『The Road to Graduation 2015 Final ～さくら学院 2015年度 卒業～』に向け、様々な形でさくら学院を大プッシュ

してきます。 

□商品詳細 
 タイトル ：「さくら学院 2015 年度 ～キラメキの雫～」 
 商品形態 ：3 形態 

・初回限定盤（さくら盤）ＣＤ+BD 4000 円＋税  
・初回限定盤（学院盤）CD+DVD 3,800 円＋税 
・通常盤 CD のみ 3,000 円＋税 

 発売日  ：3 月 3 日（木） 
 発売元  ：アミューズ 

【収録内容】 
CD 
•1. School days  
•2.目指せ！スーパーレディー - 2015 年度- 
•3.チャイム  
•4.マセマティカ！ 
•5. ジャカパラ Goo Goo ♡ オムライス/ クッキング部 ミニパティ 
•6.すいみん不足 / 帰宅部 sleepiece 
•7.ピース de Check ! - 2015- / 購買部 
•8.サイエンスガール▽サイレンスボーイ 

/ 科学部 科学究明機構 ロヂカ? :Ver 1.2 
•9.未知標 ～ミチシルベ～ / 中等部 3 年（磯野莉音、大賀咲希、白井沙樹） 
•10.約束の未来 
•11. キラメキの雫（読み：カケラ） 
•12.夢に向かって 

 
Blu-ray さくら盤： 
「マセマティカ！」Music Video 
「キラメキの雫」Music Video 
「Let’s Dance」Live Video 

from さくら学院 5th Anniversary LIVE ～for you ～ 
 

 
 
 

 

 （1515） 

     2016 年 2 月 1 日 

タワーレコード株式会社 

■本件に関するお問合せ先■ 
タワーレコード株式会社 広報室 担当：谷河（やがわ）、松本、伊早坂 

TEL  03-4332-0705   E-mail   press@tower.co.jp 
〒150-0031  東京都大田区平和島 4-1-23  JS プログレビル 7F 

 

今作品は、アミューズアーティストオンラインショップ『アスマート』及び、 
全国のタワーレコード（オンラインショップは除く）のみの販売となります。 

さくら学院 

DVD 学院盤： 

1.「さくら学院 2015 年度 学年末テスト ～油断大敵！今年は二毛作で大収穫祭～」 

2.「見せちゃいます！さくら学院 2015 年度 抜き打ち中間テスト！ 特別編 ～秋の収穫祭～」 
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◇渋谷店「南波一海のアイドル三十六房 特別編 ～さくら学院 2015 年度最上級生トークスペシャル～ 

毎年恒例となりつつあるさくら学院の最上級生  

を招いた三十六房特別編でのトークスペシャ 

ル。今年は磯野莉音、大賀咲希、白井沙樹の  

3 人が登場。いよいよ『The Road to Graduation  

2015 Final ～さくら学院 2015 年度 卒業～』 

まで 1 か月を切った 3 人が今の素直な気持ち 

を、お馴染みの南波一海氏と嶺脇社長を相手  

に語ります。昨年のトマト君に続き 3 人は伝説 

を残せるか！？ 
 
番組名 ：南波一海のアイドル三十六房 特別編 
         ～さくら学院 2015 年度最上級生トークスペシャル～ 
日時  ：2016 年 3 月 6 日（日） 
     オープン：11:30～ スタート：12:00～ 
配信先 URL ：http://www.towerrevo.jp/  
配信日時 ：2016 年 3 月 6 日（日） 22:00～ 
出演  ：さくら学院最上級生 3 名 磯野莉音、大賀咲希、白井沙樹 
司会  ：南波一海、嶺脇育夫 
入場  ：渋谷店にてさくら学院下記対象商品購入者に先着で整理券を配布。ご予約者優先。 

    ※対象商品 

・初回限定盤（さくら盤）ＣＤ+BD（ＭＶ２曲、ＬＩＶＥ映像１曲）4000 円＋税 

・初回限定盤（学院盤）CD+DVD（スペシャル特典映像）3,800 円＋税 
整理番号ランダムお渡し。対象商品を複数枚ご購入の場合でも入場整理券はおひとり様 1 枚とさ 
せていただきます。 

              ※詳細は、タワーレコード渋谷店のイベント情報をご参照ください 
http://tower.jp/store/kanto/Shibuya/event 

 

 ◇NO MUSIC, NO IDOL? ポスターにさくら学院が 4 回目の登場 

   今回の登場でさくら学院として 4 回目となる「さくら学院×タワレコ新宿店」のコラボレーションポスター「NO MUSIC, 

NO IDOL?」。今回は、2 種類のポスターを制作します。新宿店はじめ対象 16 店舗では、対象商品によりその 2 種類

のポスターを購入者へプレゼント。そして、その他、全店（※渋谷店を除く）でも1種類のポスターをプレゼントします。 

   

  【16 店舗限定 ポスタープレゼント】 
  卒業生 3 名 Ver.    対象商品/初回限定盤（さくら盤）ＣＤ+BD（ＭＶ２曲、ＬＩＶＥ映像１曲）4000 円＋税  
  全員 Ver．  対象商品/初回限定盤（学院盤）CD+DVD（スペシャル特典映像）3,800 円＋税 

or 通常盤 CD のみ 3,000 円＋税 

 

 対象 16 店舗 ：札幌ピヴォ店・仙台パルコ店・浦和店・津田沼店・新宿店・横浜ビブレ店・新潟店・静岡店・ 
名古屋パルコ店・梅田 NU 茶屋町店・神戸店・京都店・広島店・福岡パルコ店・ 
高松丸亀町店・アミュプラザ鹿児島店 

 
  【上記 16 店ならびに渋谷店を除く全店】 
  全員 Ver．  対象商品/初回限定盤（さくら盤）、初回限定盤（学院盤）、通常盤 
 
  ※ポスターのデザインは、後日発表させていただきます。ポスタープレゼントはなくなり次第終了となります。 

 

◇全店展開 

さくら学院 2015 年度生徒（メンバー）全員の手による手書きコメントカードとサイン入りチェキをタワーレコード、タワーミ

ニ全店の展開場所に掲示します。手書き＆チェキ撮影のため、全店、異なる POP 展開となります。父兄の皆様は何店

舗回って、それぞれのコメントや写真をチェックできるか、是非、父兄さん同士で情報交換しながらお楽しみください。 

写真左より 磯野莉音、大賀咲希、白井沙樹 


