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タワーレコード株式会社

PRESS RELEASE
祝！さくら学院 開校 5 周年記念！さくら学院とタワーレコード

渋谷店 SpaceHACHIKAI＆タワーレコードカフェ表参道店でコラボ！
さくら学院 5th Anniversary ミュージアム＆コラボグッズ発売
＆ミニパティコラボレーションメニュー復活！
タワーレコード株式会社（本店所在地：東京都渋谷区 代表取締役社長：嶺脇育夫）では、学校をテーマにした成長期
限定アイドルユニット「さくら学院」の開校（デビュー）5 周年を記念し、12 月 3 日（木）よりコラボレーションが実現、渋谷店
の 8F 展示場「SpaceHACHIKAI」とタワーレコードカフェ表参道店にて、父兄（さくら学院ファン）には見逃せない展示イベ
ント、コラボグッズの販売、さらにはコラボメニューの提供を期間限定にて行います。
◇SpaceHACHIKAI 「さくら学院 5th Anniversary ミュージア
ム」

12 月 3 日（木）～12 月 20 日（日）

さくら学院開校からメジャーデビュー5 周年を迎える 2015 年 12
月までのリリース作品やグッズを中心とした展示をおこないます。
さくら学院 5 年間の物語(軌跡、歴史)を体感してください。
※詳細は次頁をご参照ください。

◇タワーレコードカフェ表参道店 12 月 3 日（木）～12 月 12 日（土）
2013 年から 3 年連続で開催していた、さくら学院クッキング部「ミニパティ」とのコラボカ
フェで、2 代目ミニパティ・メンバー（菊地最愛、田口華、水野由結）がネーミングした 3
年分のコラボメニューが完全復活します。また、期間中コラボメニューをご注文いただ
いたお客様には、さくら学院クッキング部ミニパティ（3 代目ミニパティ・メンバー：※写真
左から 山出愛子、日髙麻鈴、岡崎百々子）の生写真をプレゼントします。

2015 年コラボメニュー：キラキラクック・ミニパティ
桜のシフォン・もちベリ春から召しませ♡
with しゅわしゅわサクラ・ヨーグルト
特典：ミニパティ生写真（右）とコースター（左）

◇コラボグッズ
SpaceHACHIKAI とタワーレコードカフェ表参道店のコラボ展会場限定にて、さくら学院×TOWER RECORDS のコラボ
グッズを数量限定にて販売いたします。 ※詳細は次頁をご参照ください。

さくら学院 × TOWER RECORDS T-shirt S～XL サイズ 3,000 円(税込)

さくら学院 × TOWER RECORDS トートバッグ 1,500 円(税込)

さくら学院×TOWER RECORDS 5 周年記念コラボレーション詳細
◇SpaceHACHIKAI 「さくら学院 5th Anniversary ミュージアム」 12 月 3 日（木）～12 月 20 日（日）
期間

：12 月 3 日(木)～12 月 20 日(日)

営業時間

：10:00～23:00(最終入場 22:30)

場所

：タワーレコード渋谷店 8F SpaceHACHIKAI

入場料

：300 円（税込）

展示内容

：歴代メンバー写、担任写真、校長写真、さくら学院校則、部活動グループ写真、
5 年間の活動が振り返られる 2010 年~2015 年 12 月までの年表、
制服、部活動衣装展示、直筆日誌(全メンバー)、NO MUSIC, NO IDOL?ポスター、
集合写真が撮れるスペース、これまでの Music Video をプロジェクターにて公開、
メンバーへのメッセージボード
etc…

さくら学院×TOWER RECORDS 5 周年記念コラボレーション・メインヴィジュアル

◇タワーレコードカフェ表参道店 12 月 3 日（木）～12 月 12 日（土）
開催店舗

：タワーレコードカフェ表参道店

開催期間

：12 月 3 日（木）～12 月 12 日（土）

営業時間

：11:00～23:00（ラストオーダー22:00）

開催内容

：・コラボメニューの提供
・特典：ミニパティのオリジナル写真、さくら学院 5 周年ロゴ入り・コースター（先着）
・コラボグッズの販売
・ミニパティ写真展

コラボメニュー

: 過去 3 回のコラボレーションメニューが復活！
※特別復刻メニューにつき一部食材に変更がございます。
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＜2013 年 3 月 TOWER RECORDS CAFE×さくら学院クッキング部ミニパティ コラボレーションメニュー＞
☆ミニパティ ミラクル パティフル ハンバーガー手作り最強 好きな具を重ねよう
ハンバーガーめしあがれ♡（ドリンク付）
販売価格：1,500 円（税込）

＜2014 年 3 月 TOWER RECORDS CAFE×さくら学院クッキング部ミニパティ コラボレーションメニュー＞
ミニパティ しゃなりはんなりどら焼き姫 やまとなでしこばんざい！
おいでいっぷくめしませ♡ with さくらふわり tea おおきにー♡（ドリンク付）
販売価格：1,260 円（税込）

＜2015 年 3 月 TOWER RECORDS CAFE×さくら学院クッキング部ミニパティ コラボレーションメニュー＞
「キラキラクック☆ミニパティ桜のシフォン・もちベリ春うらら 召しませ♡ with しゅわしゅわ
サクラ・ヨーグルト」
販売価格：1,500 円（税込）

特典

: 上記期間内に「TOWER RECORDS CAFE」にてコラボ
メニューをご注文頂いた方に先着で１セットにつき１枚、
ミニパティのオリジナル写真＆さくら学院 5 周年ロゴ入り・
コースターをプレゼントします。
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特典：ミニパティ生写真（右）とコースター（左）

◇コラボグッズ
期間

：12 月 3 日(木)～
※コラボグッズは、コラボ実施期間のみの数量限定販売となります。
各会場にて商品がなくなり次第、販売終了とさせていただきますのでご了承ください。

販売店舗

：タワーレコード渋谷店 8F SpaceHACHIKAI、タワーレコードカフェ表参道店、

ご予約受付

：ご予約の受付は 11/26(木)正午から渋谷店店頭、渋谷店へのお電話、オンライン

タワーレコード オンライン（URL：http://www.tower.jp ）

で開始いたします。
商品内容

：さくら学院 × TOWER RECORDS T-shirt S サイズ 3,000 円(税込)
さくら学院 × TOWER RECORDS T-shirt M サイズ 3,000 円(税込)
さくら学院 × TOWER RECORDS T-shirt L サイズ 3,000 円(税込)
さくら学院 × TOWER RECORDS T-shirt XL サイズ 3,000 円(税込)

さくら学院 × TOWER RECORDS トートバッグ 1,500 円(税込)

■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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