2017 年 1 ⽉ 9 ⽇
タワーレコード株式会社

さくら学院 7th Album「さくら学院 2016年度 〜約束〜 」
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 種プレゼント
〜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〜
タワーレコードでは、学校をテーマにした成⻑期限定アイドルユニット『さくら学院』2016 年度の集⼤成作品ともなる
7th アルバム「さくら学院 2016 年度 〜約束〜 」のタワーレコードおよびタワーミニ全店での独占販売（※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、タワーレコードにて様々な企画を⾏います。
今や恒例となっているタワーレコード新宿店を中⼼にした“NO MUSIC, NO IDOL？”コラボレーションポスターに、さく
ら学院として 5 回⽬の登場が決定。今回は、2 種類のポスターを制作、タワーレコードおよびタワーミニ全店（※タワーレ
コード渋⾕店を除く）にて、対象商品により絵柄の違う 2 種類のポスターをご購⼊者へ先着でプレゼントします。
さらに、タワーレコードの⼈気ネット番組“南波⼀海のアイドル三⼗六房”にて、さくら学院から卒業を直前に控える⽣徒
会⻑・倉島颯良と、MC 委員⻑・⿊澤美澪奈が登場する、トーク公開収録イベント＜南波⼀海のアイドル三⼗六房 特別編
〜アルバム「さくら学院 2016 年度 〜約束〜 」発売記念 倉島颯良＆⿊澤美澪奈 中等部 3 年トークスペシャル！＞を、
タワーレコード渋⾕店 B1F「CUTUP STUDIO」にて 3 ⽉ 5 ⽇（⽇）に開催することも決定しました。
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 2016 Final 〜さくら学院 2016 年度 卒業〜』に向け、様々な形でさくら学院
を⼤プッシュしていきます。

さくら学院

■ 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

「さくら学院 2016 年度 〜約束〜 」商品概要
【タイトル】「さくら学院 2016 年度 〜約束〜 」
【商品形態】3 形態[初回限定盤 さくら盤（CD＋Blu-ray）/初回限定盤 学院盤（CD＋DVD）/通常盤（CD ONLY）]
[CD 収録曲] ※3 形態共通 曲順未定
1.⽬指せ！スーパーレディー - 2016 年度 2.負けるな⻘春！ヒザコゾウ
3.Song for smiling

※新録 Band ver.

※新録 Band ver.

4.メロディック・ソルフェージュ
5.ダバダ♪サラダ de セボン☆アベニュー / クッキング部ミニパティ
6.⾛れ正直者 / 帰宅部 sleepiece
7.ピース de Check！ -2016- / 購買部
8.デルタ / 科学部 科学究明機構 ロヂカ？:ver.2.0
9.ユビキリ / 中等部 3 年（倉島颯良、⿊澤美澪奈）
10.オトメゴコロ。

※新録 Band ver.

11.マシュマロ⾊の君と
12.未完成シルエット

※新録 Band ver.
※新録 Band ver.

13.アイデンティティ
14.夢に向かって
※「負けるな！⻘春ヒザコゾウ」、
「Song for smiling 」
、
「オトメゴコロ。」、
「マシュマロ⾊の君と」、
「未完成シルエット」
の 5 曲は、New Band Version として新たに収録。
Sound Produced & Arranged by 根岸孝旨/Drums：マシータ/Bass：根岸孝旨/Guitar：林部直樹/Keyboards：野崎泰
弘
【発売⽇】3 ⽉ 3 ⽇（⾦）
【発売元】アミューズ
【取扱い】タワーレコードおよびタワーミニ全店
アミューズオンラインショップ『アスマート』
◆初回限定盤 さくら盤（CD＋Blu-ray）
[特典 Blu-ray 映像]
1.「メロディック・ソルフェージュ」 Music Video
2.「FLY AWAY」 @ 2016.11.13 さくら学院祭☆2016
3.「オトメゴコロ。」 @ 2016.11.13 さくら学院祭☆2016
4.「マシュマロ⾊の君と」 @ 2016.11.13 さくら学院祭☆2016
品番：SGAL-0004
価格：￥4,100＋税
◆初回限定盤 学院盤（CD＋DVD）
[特典 DVD 映像]
1.「さくら学院 2016 年度

学年末テスト」

品番：SGAL-0005
価格：￥3,900＋税
◆通常盤（CD ONLY）
品番：SGAL-0006
価格：￥3,000＋税
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南波⼀海のアイドル三⼗六房

特別編〜アルバム「さくら学院 2016 年度 〜約束〜 」発売記念

倉島颯良＆⿊澤美澪奈 中等部 3 年トークスペシャル！
毎年恒例となりつつあるさくら学院の最上級⽣メンバーを招い
た三⼗六房特別編でのトークスペシャル。
今年は倉島 颯良、⿊澤 美澪奈が登場。いよいよ『The Road to
Graduation 2016 Final 〜さくら学院 2016 年度 卒業〜』まで
1 か⽉を切った 2 ⼈が今の素直な気持ちを、お馴染みの南波⼀海
⽒と嶺脇社⻑を相⼿に語ります。
【番組名】南波⼀海のアイドル三⼗六房

特別編

〜アルバム「さくら学院 2016 年度 〜約束〜 」発売記念
倉島颯良＆⿊澤美澪奈 中等部 3 年トークスペシャル！
【⽇時】3 ⽉ 5 ⽇（⽇）14:00〜15:30（開場：13:30〜）

倉島颯良
（中等部 3 年・⽣徒会⻑）

【配信⽇時】3 ⽉ 5 ⽇（⽇）21:00〜22:30

⿊澤美澪奈
（中等部 3 年・MC 委員⻑）

【配信先 URL】http://www.towerrevo.jp/
【出演】さくら学院

倉島颯良、⿊澤美澪奈

【司会】南波⼀海、嶺脇育夫
【会場】タワーレコード渋⾕店

B1F「CUTUP STUDIO」

【⼊場⽅法】タワーレコード渋⾕店にて、ご予約者優先でさくら学院の下記対象商品ご購⼊者に先着で整理券を配布。整理
番号はランダムでお渡しします。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。
【対象商品】・初回限定盤さくら盤（ＣＤ+Blu-ray）\4,100＋税
・初回限定盤学院盤（CD+DVD）\3,900＋税
※詳細は、タワーレコード渋⾕店のイベント（http://tower.jp/store/kanto/Shibuya/event）情報をご参照ください。

NO MUSIC, NO IDOL? ポスターにさくら学院が 5 回⽬の登場
今回の登場でさくら学院として 5 回⽬となる「さくら学院×タワーレコード新宿店」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。タワーレコードおよびタワーミニ全店（※タワーレ
コード渋⾕店を除く）にて、対象商品により絵柄の違う 2 種類のポスターをご購⼊者へ先着でプレゼント。
【タワーレコードおよびタワーミニ全店（タワーレコード渋⾕店を除く）にてポスタープレゼント】
・卒業⽣ 2 名 Ver. 対象商品/初回限定盤さくら盤（ＣＤ+Blu-ray）\4,100＋税
・全員 Ver. 対象商品/初回限定盤学院盤（CD+DVD）\3,900＋税

または、通常盤（CD ONLY）￥3,000＋税

※ポスター絵柄は後⽇、タワーレコードオンライン ニュースページ（http://tower.jp/music_top/）
、その他 Twitter な
どで発表します。
※ポスターは各店なくなり次第、終了となります。

タワーレコードおよびタワーミニ全店展開
さくら学院 2016 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および、
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。
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