
 

 

PRESS RELEASE    情報解禁日時：2017年 2月 23日（木）18：00 

 

さくら学院 7th Album『さくら学院 2016年度～約束～』発売記念 
タワーレコード店舗限定応援企画第二弾、続々発表！ 

① さくら学院 クッキング部ミニパティ 恒例コラボカフェ3店舗で開催 

② さくら学院パネル展 15 店舗で開催 

③ NO MUSIC, NO IDOL? ポスターデザイン発表 
                                                    
タワーレコードでは、学校をテーマにした成長期限定ユニットさくら学院の 2016 年度の集大成作品ともなる 7th Album

『さくら学院 2016 年度 ～約束～』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）を記念し、恒例となっている、さくら学院の部活動ユニット、クッキング部「ミ

ニパティ」との 5 年連続のコラボレーションカフェの開催をはじめ、タワーレコードの店舗限定で、今年度も応援企画を実

施します。タワーレコードによるさくら学院応援企画は今年で 5 年連続の開催となります。 

期間限定コラボカフェはアルバムの発売日である 3 月 3 日（金）より 3 月 12 日（日）の期間、TOWER RECORDS CAFE

渋谷店、表参道店、梅田 NU 茶屋町店のカフェ 3 店で開催。関西地区でのミニパティとのコラボカフェは初めての開催とな

ります。 

今年のコラボメニュー「サラダでシャキッと！チキンでカリッと！ダバダ♪サラダ with カリカリチキン～ミニパティカ

ラフルドリンクもどうぞ♡～」※\1,580（税込）をオーダーしたお客様には、特典としてミニパティ生写真（3 種）を差し

上げます。※生写真は 3 店舗ごとにデザインが異なります。 

今年のコラボメニューも、例年通り TOWER RECORDS CAFE が先にメニューを提案、そのレシピを基にアルバム収録曲

「ダバダ♪サラダ de セボン☆アベニュー」が制作されるという逆コラボレーションにより実現されたスペシャルメニュー

で、ドリンクはミニパティのメンバーそれぞれのコックチーフのカラーにちなんだドリンクをお選びいただけます。（※写

真左より、イエロー：岡崎百々子-ヨーグルト&マンゴー  ダブルで HAPPY☆沢山、冒険してみてね💓💓、レッド：山出愛

子-つぶつぶ 15 ♡ さくらカルピス、グリーン：日髙麻鈴-Love＆Peace Green Nature ドリンク）。   

コラボカフェの他、タワーレコードでは、主要 15 店舗にて、3 月 3 日（金）～3 月 12 日の期間、アルバム発売を記念

して、さくら学院パネル展を開催。各店にて『さくら学院 2016 年度 ～約束～』をご購入いただいた方を対象に応募抽

選にて、各店舗１名様に展示パネルを１枚プレゼントします。 

さらに、先に発表したタワレコのアイドル応援施策、NO MUSIC, NO IDOL?ポスターのデザインも発表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

     2017年 2月 23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 
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◇さくら学院 ミニパティ・コラボカフェ概要 

 

今年で 5 回目となるさくら学院クッキング部「ミニパティ」と TOWER RECORDS CAFE とのコラボレーションが今年

も実現。今回は昨年と同様、TOWER RECORDS 渋谷店、表参道店、そして関西地区では初めて梅田 NU 茶屋町店でも開催

が決定しました。 

3 代目ミニパティ（メンバー:山出愛子、岡崎百々子、日髙麻鈴）としては 2 回目となる今回は、3 店共通のスペシャル・

コラボレーション・メニュー「サラダでシャキッと！チキンでカリッと！ダバダ♪サラダ with カリカリチキン～ミニパテ

ィカラフルドリンクもどうぞ～」を提案しています。 

メニューのネーミングは、メンバー本人が試食した印象をそのままメニュー名にしたもの。コラボカフェのポスターにデ

ザインされたメンバー本人達による手書きメニューを見ながらオーダーするのも、父兄（ファン）さんの楽しみになってい

ます。 

そして、コラボメニューオーダー特典として、TOWER RECORDS CAFE 表参道店にて撮影されたミニパティ生写真を店

舗別にてお渡しいたします。生写真は開催店舗によってデザインが異なります。 

 

 期間：3 月 3 日（金）～3 月 12 日（日） 

 開催店舗： TOWER RECORDS CAFE 渋谷店：10:00～23:00※ラストオーダー22:00 

TOWER RECORDS CAFE 表参道店：11:00～22:00※ラストオーダー21:00 

        TOWER RECORDS CAFE 梅田 NU 茶屋町店：11:00～22:00※ラストオーダー21:00 

 コラボメニュー特典 

写真：左より、写真 A(渋谷店)、写真 B（表参道店）、写真 C（梅田 NU 茶屋町店） 

 

 

 

 

 

★スペシャル・コラボレーション・メニュー 

 

○「サラダでシャキッと！チキンでカリッと！ ダバダ♪サラダ with 

カリカリチキン～ミニパティカラフルドリンクもどうぞ♡～」 ￥1,580

（税込） 

今回のコラボメニューも、TOWER RECORDS CAFE が先にコラボメニ

ューを提案、そのレシピを基にさくら学院 7th Album「さくら学院 2016

年度 ～約束～」収録曲「ダバダ♪サラダ de セボン☆アベニュー」が制

作されるという逆コラボレーションにより実現したスペシャルメニュー

です！ミニパティにちなみ赤、緑、黄のカラフルなサラダの上に、桜を模

ったチーズ、ポテトサラダと、カリっとこんがり焼いたチキン、バゲット

が付き、シーザードレッシングでいただくボリュームたっぷりなサラダに桜の花を浮かべたスープ。そして、ドリンクは、

ミニパティのメンバーそれぞれのコックチーフのカラーにちなんだドリンクをお選びいただけるセットメニューとなって

います。 

・メニュー特典：生写真 

・食材 チキン、パプリカ、タマゴ、チーズ、ポテトサラダ、バゲット、桜の花びら 

・セットドリンク 

 

 

 

 

 

 

 

 ヨーグルト&マンゴー  ダブルで HAPPY☆ 

沢山、冒険してみてね💓💓 

~マンゴー、ヨーグルトドリンク~ 

つぶつぶ 15 ♡ さくらカルピス 

~イチゴジュースゼリー、カルピス~ 

Love＆Peace Green Nature ドリンク 

~メロンソーダ、バニラアイス~ 
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◇さくら学院 7th Album『さくら学院 2016 年度 ～約束～ 』発売を記念 パネル展開催 

＆応募抽選にて各店舗１名様に展示パネルを１枚プレゼント！ 

 

開催期間：2017 年 3 月 3 日（金）～2017 年 3 月 12 日（日） 

開催店舗：新宿店、渋谷店、池袋店、横浜ビブレ店、浦和店、津田沼店、秋葉原店、川崎店、セブンパーク アリオ柏店、

名古屋近鉄パッセ店、名古屋パルコ店、梅田 NU 茶屋町店、梅田大阪マルビル店、難波店、アミュプラザ鹿児島店 (計１５

店舗) 

 

応募方法：上記開催店舗にて 7th Album『さくら学院 2016 年度 ～約束～』の初回限定盤 さくら盤、初回限定盤 学院

盤、通常盤のいずれかを１点お買い上げの方に応募用紙を１枚お渡しいたします。 

必要事項を記入の上、店内に設置されている応募箱に投函ください。 

 

※展示＆応募期間は店舗によって延長になる場合がございます。各店にご確認ください。 

※展示パネルの内容は店舗によって異なります。 

※プレゼントのパネル写真はお選びいただけません。 

※プレゼントのパネルは展示パネルとなります。多少のキズ、痛みなどはご了承ください。 

 

 

◇NO MUSIC, NO IDOL?ポスター、デザインが決定 

タワーレコード店頭限定応援企画第一弾で発表した、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のデザイン 2 種（卒業生 2 名 ver./全員 ver.）が決定しました。 

 “NO MUSIC, NO IDOL？”コラボレーションには、さくら学院として 5 回目の登場。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、デザインが違う 2 種類のポスターを対象商品によりそれぞれご購入者へ先着

でプレゼントします。 

 

【ポスタープレゼント】 

対象店舗 ：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） 

対象商品 :  ・卒業生 2 名 Ver.（写真左）/対象商品/初回限定盤さくら盤（ＣＤ+Blu-ray）\4,100＋税  

・全員 Ver.（写真右）/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 

※ポスターは各店なくなり次第、終了となります。 
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◇参考資料（第一弾発表内容） 

○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＆黒澤美澪奈 中等部 3 年トークスペシャル！ 

【配信日時】3 月 5 日（日）21:00～22:30 

【配信先 URL】http://www.towerrevo.jp/  

【出演】さくら学院 倉島颯良、黒澤美澪奈 

【司会】南波一海、嶺脇育夫 

○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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「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！青春ヒザコゾウ ※新録 Band ver. 

3.Song for smiling ※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、黒澤美澪奈） 

10.オトメゴコロ。 ※新録 Band ver. 

11.マシュマロ色の君と ※新録 Band ver. 

12.未完成シルエット ※新録 Band ver. 

13.アイデンティティ 

14.夢に向かって 

※「負けるな！青春ヒザコゾウ」、「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」 Live Video from  2016.11.13 「さくら学院祭☆2016」 

3.「オトメゴコロ。」Live Video from 2016.11.13 「さくら学院祭☆2016」 

4.「マシュマロ色の君と」Live Video from 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. 『ガチで今年も魅せちゃいます！“さくら学院 2016 年度 学年末テスト 

 ～涙涙！の歓喜戦～”』 

品番：SGAL-0005  

価格：￥3,900＋税 

 

 

 

 

◆通常盤（CD ONLY） 

品番：SGAL-0006  

価格：￥3,000＋税 

 

 


