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タワーレコード渋⾕店では、同店が⽴ち上げた“LIVE LIVEFUL!”を冠に、渋⾕店独⾃の視点でアーティストや

レコードメーカーとコラボレーションする企画『LIVE LIVEFUL!COLLECTION』第 37 弾に、韓国のガールズア
イドルグループの CLC（シー・エル・シー）が決定しました。 

ジャパンファーストミニアルバム「High Heels」[TYPE-A（CD）1,000 円+税/TYPE-B（CD＋DVD）2,200
円+税]をタワーレコードおよび TOWERmini 全店、タワーレコード オンラインにて 4 ⽉ 13 ⽇（⽔）より限定
発売します。 

 
CLC のグループ名は、⽔晶のようにきれいで透明。という意味をこめた「Crystal Clear」の略語。いつも鮮明

な光を放つクリスタルのように変わらない魅⼒を持ったグループになる、というメッセージが込められています。 
 2015 年に、ソン、チャン・スンヨン、オ・スンヒ、チャン・イェウン、チェ・ユジンの 5 ⼈でデビュー。今
年 2 ⽉に、多数のドラマや映画などに出演、また、モデルとしても活躍し⾹港では⾼い知名度を誇るエルキーと
韓国 Mnet『プロデュース 101』に出演中のクォン・ウンビンを迎え、現在の 7 ⼈組として本格的な活動をスタ
ート。また、今春より⽇韓同時活動プロジェクトを開始、現在放送中の CS アイドル専⾨チャンネル『Kawaiian 
TV』 [3 ⽉ 7 ⽇（⽉）より 4 ⽉末⽇まで毎週⽉曜⽇ 24:30〜25:00 放送 再放送有]では、韓国のアイドルが出
演するのは CLC が初、＜CLC のビューティフルミッション＞と題して CLC が様々な企画に取り組んでいる様⼦
を紹介。早くもメンバーの魅⼒に注⽬が集まっています。 
 
 本作「High Heels」には、デビュー曲“PEPE”をはじめ、“ファーストラブ”や“クングメ”、新曲の“イェポジゲ”
など CLC の代表曲を⽇本語バージョンで収録、また、カイリー・ミノーグの世界的⼤ヒット曲“I Should be so 
Lucky”のカバーも収録されます。 
 

さらに、CLC Japan 1st Showcase [4 ⽉ 17 ⽇（⽇）品川インターシティホールにて]と「ジャパンファース
トミニアルバム発売記念イベント」[4 ⽉ 13 ⽇(⽔)・14 ⽇(⽊)・15 ⽇（⾦）タワーレコード渋⾕店にて]の開催
も決定しました。※詳細は次⾴以降をご参照ください。 
次世代グローバルガールズグループとして幅広く活動していく CLC の⽇本での活動をお⾒逃しなく！ 
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ご取材ならびにこの件に関するお問い合わせ先 
タワーレコード株式会社 広報室 ⾕河（やがわ）、松本、伊早坂 

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

   タワーレコード渋⾕店 K-POP NEWS
 

渋⾕店『LIVE LIVEFUL! COLLECTION』シリーズ最新作に 
今、注⽬のガールズアイドルグループ“CLC”が決定！ 

ジャパンファーストミニアルバム「High Heels」4/13（⽔）タワーレコード限定発売！ 
CLC JAPAN 1st Showcase＆イベント開催！ 

CLC 
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『LIVE LIVEFUL! COLLECTION』第 37 弾 CLC ジャパンファーストミニアルバム「High Heels」概要 
 

【タイトル】ジャパンファーストミニアルバム「High Heels」 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【発売⽇】4 ⽉ 13 ⽇（⽔）[⼊荷⽇ 4 ⽉ 12 ⽇（⽕）] 
【取扱い】タワーレコードおよび TOWERmini 全店、タワーレコード オンライン 
【発売元】CUBE ENTERTAINMENT JAPAN INC. 
【販売元】タワーレコード渋⾕店 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■TYPE-A  CD 
品番：TSCL-0412   
価格：1,000 円+税 
＜収録曲＞ 
1. ファーストラブ 
2. PEPE  
3.クングメ 
4. High Heels  
5. I should be so lucky 

 

■TYPE-B  CD＋DVD 
品番：TSCL-0413     
価格：2,200 円+税 
＜収録曲＞ 
1.ファーストラブ 
2. PEPE  
3.クングメ 
4. I should be so lucky  
5. High Heels (イェポジゲ)韓国語版 
＜DVD＞ 
1. PEPE(MV) 
2. クングメ（MV） 
3. High Heels (イェポジゲ) MV 韓国語版 
4. High Heels MV ⽇本語版 
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CLC「JAPAN 1st Showcase」イベント概要 
 
【開催⽇程】4 ⽉ 17 ⽇（⽇） 
【開場/開演】1 部 開場 12 時/ 開演 13 時 チケット購⼊者対象、CD ご購⼊者対象 
       ※来場者特典：メンバーによるお⾒送りハイタッチ会がございます。（1 部のみ） 

2 部 開場  17 時/ 開演  18 時 チケット購⼊者対象、CD ご購⼊者対象 
※来場者特典：公演中にフリー撮影タイムあり（2 部のみ） 

【出演】CLC、MC：古家 正亨 
【会場】品川インターシティホール（東京都港区港南２-15-14） 
 
※今回、クォン・ウンビンの来⽇はございません。予めご了承ください。 
 
◆1 部・2 部ご参加⽅法 
①チケットご購⼊ 
チケット購⼊詳細は CLC JAPAN OFFICIAL FANSITE（http://www.clcfan.com/）にて発表 
 
②整理番号付き⼊場券をお持ちの⽅ 
３⽉１９⽇（⼟）〜3 ⽉２１⽇（⽉・祝）の期間中、タワーレコード渋⾕店にて「HIGH HEELS」をご購⼊いた
だいた⽅に先着で「SHOWCASE」招待券を差し上げます。「SHOWCASE」イベント当⽇、会場にて「JAPAN 1st 
Showcase」招待券と整理番号付き⼊場券を交換いたします。 
※整理番号はランダムでの配布となります。 
※会場への⼊場は、チケットご購⼊の⽅が先の⼊場となります。 
 
※３⽉１９⽇（⼟）〜3 ⽉２１⽇（⽉・祝）の期間中、「HIGH HEELS」を渋⾕店にてご購⼊いただいた⽅には、「JAPAN 
1st Showcase」招待券と「ジャパンファーストミニアルバム発売記念イベント」でご使⽤いただける特典券を先着で差し上
げます。 
※特典券はタワーレコードで開催されるイベント全共通でご利⽤いただけます。「SHOWCASE」会場・K-CON 会場ではご
利⽤いただけません。 
 
※「JAPAN 1st Showcase」招待券はご購⼊枚数分配布致しますが、各部数に限りがございます。予定数量に達し次第期
間中でも配布終了となります。ご了承ください。 
※「JAPAN 1st Showcase」招待券はご予約時に 1 部、2 部をお選びいただけます。 
※ チケットご購⼊の⽅が良席となります。 
 
 
[⼊場券引換・物販開始時間]10：00 より会場⼊り⼝にて 
※整理番号はランダムでの配布となります。先着順ではございません。 
※⼊場券をお持ちの⽅は開場時間までに会場にお越しください。整理番号順に会場内へとご案内いたします。遅れますと整
理番号は無効となります。 
 
 
◆MEET＆GREET（抽選会）/特典会 開催  
「JAPAN 1st Showcase」会場にて、「HIGH HEELS」（TYPE-A または TYPE-B いずれかを）1 枚ご購⼊で「MEET
＆GREET 抽選券」1 枚と「握⼿会参加券」1 枚、TYPE-A・TYPE-B を同時にご購⼊で「撮影会参加券」1 枚と
「MEET＆GREET 抽選券」2 枚を配布します。 
 
MEET＆GREET（抽選会）にご参加の⽅は、各回（1 部・2 部）の公演前に会場に設置の抽選 BOX にご投函くだ
さい。CLC メンバーとの MEET&GREET にご参加いただけます。当選者限定の素敵な特典もご⽤意しております。 
当選者：各回（1 部・2 部）18 名様 計 36 名様 
結果発表⽅法：各回（1 部・2 部）の公演終了後、ご当選者番号を会場に表⽰します。 
※集合場所は当⽇お知らせします。 
※Meet & Greet にご参加いただくには、「JAPAN 1st Showcase」チケット（1 部または 2 部のチケット）、もしくは整理
番号⼊り⼊場券が必要となります。 
 
≪ご注意事項≫ 
※ご購⼊枚数分、TYPE-A・TYPE-B セット分の「握⼿会参加券」「撮影会参加券」「MEET＆GREET 抽選券」を配布します。 
※特典会（握⼿会・撮影会）は、1 部終了後に開催いたします。（2 部のみご参加の⽅は 1 部終了までにお越しください。） 
※撮影会はメンバー全員とお客様の携帯電話でスタッフが撮影させていただきます。携帯電話以外での撮影はお断りさせて
いただきます。 
※CD ご購⼊後のご返⾦はお受けいたしませんのでご注意くださいませ。 
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CLC 「ジャパンファーストミニアルバム発売記念イベント」概要 

① 4 ⽉ 13 ⽇(⽔) 18:00〜 タワーレコード渋⾕店 1Ｆイベントスペース 
MC：古家 正亨 内容：ミニライブ（観覧⾃由）＆特典会（握⼿会、サイン会）※要特典券 
※サインは購⼊いただいた CD にメンバー全員からサインさせていただきます。 
 
② 4 ⽉ 14 ⽇(⽊) タワーレコード渋⾕店 B1F「CUTUP STUDIO」 
内容：特典会（握⼿会、ネームカードお渡し会）※要特典券 
 
③ 4 ⽉ 1５⽇(⾦) タワーレコード渋⾕店 1Ｆイベントスペース 
内容：特典会（握⼿会、サイン会）※要特典券 
 
※今回、クォン・ウンビンの来⽇はございません。メンバー6 ⼈でのイベントとなります。 
 
その他詳細は、後⽇、渋⾕店 HP （http://towershibuya.jp/）にて発表します。 
また、各イベント当⽇の開店時より「握⼿会参加券」または「サイン会参加券」をお持ちの⽅に優先観覧券を配布します。 
※整理番号はランダムでの配布となります。先着順ではございません。 
※お 1 ⼈様、複数枚特典券をお持ちでも優先券は 1 枚までの配布となります。 
 
【特典券配布⽅法】 
下記対象店舗にて、CLC ジャパンファーストミニアルバム「HIGH HEELS」を全額前⾦にてご予約またはご購⼊
いただいたお客様に特典券を配布いたします。 
※「JAPAN 1st Showcase」招待券の配布は 3 ⽉ 19 ⽇（⼟）〜3 ⽉ 21 ⽇（⽉・祝）の 3 ⽇間限定です。（渋⾕店のみ） 
※3 ⽉ 19 ⽇（⼟）〜3 ⽉ 21 ⽇（⽉・祝）の期間外にご予約/ご購⼊されたお客様には特典券のみお渡しいたします。 
※4 ⽉ 12 ⽇（⽕）商品⼊荷時以降はご購⼊いただいた⽅に特典券を配布いたします。 
 
◆「HIGH HEELS」TYPE-A または TYPE-B 購⼊：握⼿会参加券 1 枚 
◆「HIGH HEELS」TYPE-A ・TYPE-B 同時購⼊：握⼿会参加券 1 枚とサイン会参加券 1 枚 
 
【特典会参加⽅法】 
◆握⼿会参加券：メンバー全員との握⼿会にご参加いただけます。 
◆サイン会参加券：サイン会（1 回）にご参加いただけます。  
 
[前⾦受付対象店舗/期間] 
①タワーレコード渋⾕店先⾏  

3 ⽉ 19 ⽇（⼟）開店時〜4 ⽉ 10 ⽇（⽇）閉店時まで  
 

②タワーレコード 11 店舗（札幌ピヴォ店、仙台パルコ店、グランツリー武蔵⼩杉店、名古屋パルコ店、名古屋
近鉄パッセ店、⼤⾼店、京都店、梅⽥⼤阪マルビル店、難波店、梅⽥ NU 茶屋町店、あべの Hoop 店、）  
3 ⽉ 24 ⽇（⽊）開店時〜4 ⽉ 10 ⽇（⽇）閉店時まで 

※4 ⽉ 12 ⽇（⽕）商品⼊荷時以降はご購⼊いただいた⽅に特典券を配布いたします。 
 
 
【対象店舗】 
・タワーレコード渋⾕店[渋⾕店先⾏ 3 ⽉ 19 ⽇（⼟）開店時〜4 ⽉ 10 ⽇（⽇）閉店時まで] 
・タワーレコード 11 店舗（札幌ピヴォ店、仙台パルコ店、グランツリー武蔵⼩杉店、名古屋パルコ店、名古屋近鉄パッセ店、
⼤⾼店、京都店、梅⽥⼤阪マルビル店、難波店、梅⽥ NU 茶屋町店、あべの Hoop 店） 
 
≪ご注意事項≫ 
・「ジャパンファーストミニアルバム発売記念イベント」特典券はご購⼊枚数分または TYPE-A または TYPE-B セット分配
布致します。 
・特典券には数に限りがございます。なくなり次第終了となります。 
・特典券はタワーレコードで開催されるイベント全共通でご利⽤頂けます。「SHOWCASE」会場・K-CON 会場ではご利⽤
いただけません。 
・ご予約時にご予約点数分の⾦額を内⾦としていただきます。 
・特設カウンターでのご予約受付は現⾦のみご利⽤いただけます。クレジットカード・電⼦マネー・商品券などはご利⽤い
ただけません。またポイントカード・クーポンもご利⽤いただけません。[タワーレコード渋⾕店のみクレジットカード使⽤
可能（VISA・MASTER・アメリカンエクスプレスのみ）] 
・前⾦ご予約および注意事項詳細：タワーレコード渋⾕店 HP http://towershibuya.jp/ 


