
 
 

 

欅坂 46 タワレコ全店で大プッシュ！ 

欅坂 46 ファースト・フル・アルバム「真っ白なものは汚したくなる」発売記念 

全店で推しメン・フォトフレームの展示が決定！ 

 

タワーレコードでは、7 月 19 日（水）に待望のファースト・フル・アルバム「真っ白なものは汚したくなる」

を発売する欅坂 46 を全 74 店舗ならびにタワーレコード オンライン（http://tower.jp/）で大々的にプッシュ

することが決定しました。 

タワーレコードは、「サイレントマジョリティー」で鮮烈なデビューを飾った昨年から欅坂 46 推しを表明して

きた渋谷店（箱推し）、ららぽーと立川立飛店（志田愛佳推し）、アリオ川口店（志田愛佳推し）、アリオ八尾店

（今泉佑唯推し）に続き、今回、全店で推しメンを決め、ファースト・フル・アルバム「真っ白なものは汚した

くなる」の発売を機に、全店で欅坂 46 の応援をしてゆきます。 

 

全店で欅坂 46 メンバーの推しメンをそれぞれの店のスタッフが選出、「真っ白なものは汚したくなる」の発売

前日、7 月 18 日（火）のフラゲ日より、全店がそれぞれの「推しメン・フォトフレーム」と、タワーレコード・

オリジナルの撮り下ろし B2 ポスターを店頭に掲出します。（この「推しメン・フォトフレーム」は、お客様がツ

ーショットの記念写真を撮れるよう片側が抜かれています。） 

 

また、タワーレコードにて「真っ白なものは汚したくなる」をご購入いただいたお客様に、オリジナル特典と

して初回限定仕様 TypeA 絵柄のミニポスターと、菅井友香＆守屋茜 直筆サイン入り撮り下ろし B2 ポスター・

応募用サービスレシートを差し上げます（タワーレコード オンラインは応募用チケット）。さらにタワーレコー

ドのフリーペーパー「tower＋」の別冊の発行、タワーレコード オンラインでは推しメン MAP が見られる特設

ページを作成、そして発売に合わせ、タワーレコードのスタッフは”欅坂 46 推しハッピ“を着用（一部店舗を除

く）するなど、全社で欅坂 46 を大プッシュしていきます。 

タワーレコード各店の推しメンリスト（3 頁参照）を見ながら、是非自分の推しメンの店舗にご来店いただき、

フォトフレームでツーショット写真をお撮りください。 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
本件に関する取材、商品リースなど報道関係各位からのお問合せ先 

タワーレコード株式会社広報室 谷河、伊早坂、松本  TEL：03-4332-0705  Email：press@tower.co.jp 

 

     2017年 7月 12日 

タワーレコード株式会社 

＜推しメン・フォトフレーム＞渋谷店/平手友梨奈(左)、福岡パルコ店/長濱ねる 

菅井友香＆守屋茜撮り下ろし B2ポスター 

渋谷店、新宿店はじめ主要店舗ではスタッフが 

欅坂 46推しハッピを着用、アルバム発売盛り上げます。 

http://tower.jp/


 

 
 

◆タワーレコード・オリジナル限定特典 

 タワーレコード、TOWERmini 全 74 店舗、タワーレコード オンラ

イン（http://tower.jp/）にて、欅坂 46 のファースト・フル・アル

バム「真っ白なものは汚したくなる」をご購入されたお客様へ先着で、

初回限定仕様 TypeA 絵柄のミニポスターと、菅井友香＆守屋茜 直筆

サイン入り撮り下ろし B2 ポスター・応募用サービスレシート（タワ

ーレコード オンラインは応募用チケット）をプレゼントします。 

※数量限定のためなくなり次第終了 

 

 

対象商品 

アーティスト ：欅坂 46 

タイトル ：「真っ白なものは汚したくなる」通常盤/初回限定仕様 TypeA/初回限定仕様 TypeB/3 種 

価格  ：通常盤/2,700 円（税込）、TypeA/4,980 円（税込）、TypeB/4,299 円（税込）、 

レーベル ：Sony Music 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆別冊 tower＋ 

体裁： 4 ページ 

内容：・守屋茜さんと菅井友香さんの直筆コメントと撮り下ろし写真 

・「真っ白なものは汚したくなる」３Type の解説など 

配布開始日：7/18（火）店着次第配布開始 

配布場所：タワーレコード、TOWERmini 全 74 店舗 

 

※数量限定のためなくなり次第配布終了となります。 

 

 

 

 

 

◆タワーレコード オンライン 

 タワーレコード オンラインでは、推しメン MAP が見られる特設ページを展開。 

 URL：http://tower.jp/keyaki  

 

 

「真っ白なものは汚したくなる」ジャケ写 左より通常盤、初回限定仕様 TypeA、初回限定仕様 TypeB 

菅井友香＆守屋茜 直筆サイン入り 
撮り下ろし B2ポスター 

TOWER＋表紙 

http://tower.jp/keyaki


 

◆タワーレコード、TOWERmini 全店＜欅坂 46推しメン＞リスト 

店舗名 担当推しメン 店舗名 担当推しメン 

渋谷店 平手友梨奈 秋葉原店 長沢菜々香 

仙台パルコ店 守屋茜/石森虹花 アリオ札幌店 志田愛佳 

京都店 志田愛佳 アリオ亀有店 渡邉理佐 

広島店 影山優佳 錦糸町店 長濱ねる 

池袋店 土生瑞穂 モレラ岐阜店 平手友梨奈 

名古屋パルコ店 潮紗理菜  静岡店 織田奈那 

八王子店 菅井友香 浦和店 小林由依 

川崎店 長濱ねる 新潟店 井口眞緒 

福岡パルコ店 長濱ねる 町田店 尾関梨香 

神戸店 長濱ねる/渡邉理佐/佐々木美玲 ららぽｰと磐田店 織田奈那 

吉祥寺店 今泉佑唯 ららぽｰと TOKYO-BAY 店 渡辺梨加  

名古屋近鉄パッセ店 渡邉理佐 アリオ橋本店 高本彩花 /今泉佑唯 

梅田大阪マルビル店 加藤史帆 西武高槻店 米谷奈々未 

金沢フォーラス店 平手友梨奈 大高店 平手友梨奈 

イオンレイクタウン店 渡辺梨加 アミュプラザ博多店 長濱ねる 

札幌ピヴォ店 長濱ねる あべの Hoop 店 高瀬愛奈 

大津店 米谷奈々未 TOWERmini 汐留店 小林由依 

新宿店 渡辺梨加 西武東戸塚店 土生瑞穂 

イオンモール倉敷店 齊藤京子 TOWERmini 西武船橋店 小池美波 

佐賀店 長濱ねる アリオ倉敷店 平手友梨奈 

郡山店 長沢菜々香 TOWERmini アリオ松本店 柿崎芽実 

東浦店 平手友梨奈/鈴本美愉 アリオ川口店 志田愛佳 

明石店 小池美波 高松丸亀町店 平手友梨奈 

鈴鹿店 小林由依 
TOWERmini ダイバーシティ東京 
プラザ店 

上村莉菜 

若松店 原田葵 リヴィン光が丘店 佐藤詩織 

難波店 守屋茜 アリオ鷲宮店 長濱ねる 

下田店 今泉祐唯 アリオ八尾店 今泉佑唯 

盛岡店 長沢菜々香 TOWERmini アリオ仙台泉店 守屋茜/石森虹花 

久留米店 志田愛佳 アリオ上尾店 齋藤冬優花 

津田沼店 上村莉菜 TOWERmini くずはモール店 志田愛佳 

香椎浜店 長濱ねる TOWERmini ららぽーと甲子園店 小池美波 

橿原店 東村芽依 横浜ビブレ店 今泉佑唯 

上田店 柿崎芽実 那覇リウボウ店 渡辺梨加 

北花田店 米谷奈々未 アミュプラザ鹿児島店 長濱ねる 

苫小牧店 今泉佑唯 グランツリー武蔵小杉店 今泉佑唯 

アリオモール蘇我店 佐々木久美 ららぽｰと立川立飛店 志田愛佳 

梅田 NU 茶屋町店 高瀬愛奈 セブンパーク アリオ柏店 長濱ねる 

  
タワーレコード オンライン 齋藤冬優花 

 


