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（18002） 

     2018 年 3 月 2 日 

タワーレコード株式会社 

PRESS RELEASE 

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 谷河（やがわ）、松本  

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

欅坂 46 & けやき坂 46 タワレコ全店大プッシュ企画を発表！ 

欅坂 46「ガラスを割れ！」発売記念 

タワレコ 56店舗でけやき坂 46 2期生の推しメンも発表！ 

 

 

 

 タワーレコードでは、3 月 7 日（水）に発売となる欅坂 46 のシングル 6th シングル「ガラスを割れ！」

の発売を記念し、主要 56 店舗にてけやき坂 46（ひらがなけやき）2 期生の推しメンを各店の挙手制で決定。

フラゲ日となる前日 3 月 6 日（火）より、各店にて、ご来店いただいたお客様がメンバーとツーショット写

真を撮れる、お馴染みの“推しメンフォトフレーム”の展示を開始します。 

その他にも、渋谷店、新宿店、アリオ川口店他 8 店舗にて「ガラスを割れ！」MV の貴重なオフショット

のパネル展を、さらには全店で尾関梨香、長濱ねる、小池美波の撮り下ろしポスターの掲出、別冊 tower+

配布、全店掲出ポスターを 3人の直筆サイン入りで 10名様にプレゼントするなど大プッシュ企画を実施し、

全店にて「ガラスを割れ！」の発売を応援していきます。 

 なお、これを機にタワーレコード オンライン（http://tower.jp/）で公開中の欅坂 46 の推しメン MAP に

もけやき坂 46（ひらがなけやき）2 期生が追加されます。 

 

◆欅坂 46 の推しメン MAP  URL： http://tower.jp/article/feature_item/2018/01/30/0705  

※タワレコ 56 店舗でのけやき坂 46 2 期生推しメンリストは次頁をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けやき坂 46 推しメンフォトフレーム 

上段左～ 小坂菜緒/渋谷店、渡邉美穂/名古屋パルコ店 

下段左～ 富田鈴花/川崎店、濱岸ひより/福岡パルコ店 

上段～  欅坂 46×TOWER RECORDS 全店掲示ポスター 

下段左～ 欅坂 46 別冊 tower+、特典応募カード 
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■けやき坂 46 2 期生推しメンフォトフレーム設置店舗 

  実施開始日：3 月 6 日（火） 

 実施店舗：※店舗名順不同 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「ガラスを割れ！」MV オフショットパネル展 

実施期間：3 月 6 日（火）～3 月 18 日（日） 

実施店舗：渋谷店・名古屋ﾊﾟﾙｺ店・新宿店・梅田 NU 茶屋町店・アミュプラザ博多店・ 

アリオ川口店・TOWERmini ダイバーシティ東京プラザ店・ららぽｰと立川立飛店  

以上 8 店舗 

 

■別冊 tower+全店配布 

 配布開始日：3 月 6 日（火） 

 内容  ：尾関梨香、長濱ねる、小池美波による 

   撮り下ろしカットと直筆コメント 

 配布  ：無料（数量限定のためなくなり次第終了となります） 

   ※タワーレコード オンラインでの配布はございません。 

 

渋谷店 小坂菜緒 ﾓﾚﾗ岐阜店 小坂菜緒 

京都店 松田好花 静岡店 小坂菜緒 

広島店 河田陽菜 浦和店 金村美玖 

池袋店 河田陽菜 町田店 富田鈴花 

名古屋ﾊﾟﾙｺ店 渡邉美穂 ららぽｰと TOKYO-BAY 店 小坂菜緒 

八王子店 宮田愛萌 ｱﾘｵ橋本店 河田陽菜 

川崎店 富田鈴花 西武高槻店 小坂菜緒 

福岡ﾊﾟﾙｺ店 濱岸ひより ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ博多店 渡邉美穂 

吉祥寺店 丹生明里 あべの Hoop 店 渡邉美穂 

梅田大阪ﾏﾙﾋﾞﾙ店 小坂菜緒 ﾀﾜｰﾐﾆ 汐留店 渡邉美穂 

ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝ店 金村美玖 西武東戸塚店 濱岸ひより 

新宿店 渡邉美穂 ｱﾘｵ倉敷店 富田鈴花 

ｲｵﾝﾓｰﾙ倉敷店 渡邉美穂 

ｱﾘｵ川口店 

金村美玖 

佐賀店 濱岸ひより 渡邉美穂 

郡山店 金村美玖 丹生明里 

明石店 小坂菜緒 高松丸亀町店 渡邉美穂 

鈴鹿店 小坂菜緒 ﾀﾜｰﾐﾆ ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ東京 ﾌﾟﾗｻﾞ店 渡邉美穂 

若松店 濱岸ひより ｱﾘｵ鷲宮店 渡邉美穂 

難波店 丹生明里 ﾀﾜｰﾐﾆ ｱﾘｵ仙台泉店 小坂菜緒 

下田店 濱岸ひより ｱﾘｵ上尾店 河田陽菜 

久留米店 濱岸ひより ﾀﾜｰﾐﾆ ららぽｰと甲子園店 小坂菜緒 

津田沼店 富田鈴花 横浜ﾋﾞﾌﾞﾚ店 河田陽菜 

香椎浜店 濱岸ひより 那覇ﾘｳﾎﾞｳ店 富田鈴花 

苫小牧店 富田鈴花 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島店 丹生明里 

ｱﾘｵﾓｰﾙ蘇我店 富田鈴花 ｸﾞﾗﾝﾂﾘｰ武蔵小杉店 濱岸ひより 

梅田 NU 茶屋町店 小坂菜緒 ららぽｰと立川立飛店 小坂菜緒 

秋葉原店 富田鈴花 ｾﾌﾞﾝﾊﾟｰｸｱﾘｵ柏店 渡邉美穂 

ｱﾘｵ札幌店 金村美玖 高崎ｵｰﾊﾟ店 小坂菜緒 

ｱﾘｵ亀有店 小坂菜緒 秋田ｵｰﾊﾟ店 宮田愛萌 
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■収録曲“バスルームトラベル”でのユニット、尾関梨香、長濱ねる、小池美波 3 名による撮り下ろし 

B2 ポスターを全店掲示 

 実施期間：3 月 6 日（火）～3 月 18 日（日） 

 実施店舗：タワーレコード、TOWERmini 全店 

 

■タワーレコードオリジナル特典 

 内容  ：尾関梨香、長濱ねる、小池美波 3 名の直筆サイン入り撮り下ろし B2 ポスターを応募抽選により 

10 名様にプレゼント  

※ポスターは、全店掲示ポスターと同様のデザインになります。 

 応募方法：タワーレコード、TOWERmini 全店ならびにタワーレコード オンライン（http://tower.jp/） 

にて欅坂 46「ガラスを割れ！」全 5 タイプのいずれか 1 枚ご購入で、応募カードを 1 枚差し 

上げます。裏面の URL、QR コードより PC またはスマートフォンよりご応募いただけます。 

※ご応募時の注意事項については、応募カード裏面をご確認ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■対象商品 

 アーティスト ：欅坂 46 

  タイトル ：「ガラスを割れ！」 

 レーベル ：Sony Music 

 形態  ：「ガラスを割れ！」(TYPE-A) ［CD+DVD］＜初回限定仕様＞ \1,650（税込） 

   「ガラスを割れ！」(TYPE-B) ［CD+DVD］＜初回限定仕様＞ \1,650（税込） 

   「ガラスを割れ！」(TYPE-C) ［CD+DVD］＜初回限定仕様＞ \1,650（税込） 

   「ガラスを割れ！」(TYPE-D) ［CD+DVD］＜初回限定仕様＞ \1,650（税込） 

   「ガラスを割れ！」＜通常盤＞    \1,050（税込） 

  作品・施策詳細 ：http://tower.jp/article/feature_item/2018/01/30/0705  

 

 

 

 

 

 

 

欅坂 46×TOWER RECORDS 全店掲示ポスター（左）、特典応募カード（右） 

左より TYPE-A、TYPE-B、TYPE-C、TYPE-D、通常盤 ジャケット 

http://tower.jp/
http://tower.jp/article/feature_item/2018/01/30/0705

