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タワーレコード全店で “乃木坂 46キャンペーン” 開催決定 

秋元真夏と伊藤理々杏の撮り下ろしヴィジュアル公開 
 

 
 

タワーレコードでは、乃木坂 46 のニュー・シングル『Sing Out！』の発売を記念して“乃木坂 46 キャ

ンペーン”をタワーレコードおよび TOWERmini 全店、タワーレコード オンラインで開催することが決定

しました。 

本キャンペーンでは、乃木坂 46を応援するための 6 つの施策を実施。5月 28 日（火）から、乃木坂 46

の 4 期生メンバーと一緒に写真が撮れるフォトスポットをタワーレコード店舗で設置。店舗別で設置される

「イチ推しのメンバー」略して「推しメン」は、タワーレコード オンライン特設ページの「推しメン MAP」

でチェックできます。その他にも、以前ご好評いただいた旧譜キャンペーンを再び開催。今回プレゼントす

る「千社札ステッカーシート」にも 4 期生を追加しました。さらに秋元真夏と伊藤理々杏の撮り下ろしヴィ

ジュアルを使用したフリーペーパーの配布やコラボポスターの掲出、オリジナルの CD 特典などタワレコ限

定のスペシャルな企画で、乃木坂 46のニュー・シングル『Sing Out！』の発売を盛り上げます。 

タワーレコード オンライン「乃木坂 46」特設ページ https://tower.jp/article/feature_item/2019/04/01/0702 

■ 乃木坂 46キャンペーン ■ 

① 4期生の「推しメン」と写真が撮れるフォトスポットを設置 

② 旧譜キャンペーン「千社札ステッカーシート」プレゼント 

③ 秋元真夏＆伊藤理々杏（乃木坂 46）が表紙の別冊 TOWER PLUS＋を配布 

④ 秋元真夏＆伊藤理々杏（乃木坂 46）の撮り下ろしコラボポスターを掲出 

⑤ ニュー・シングル Wオリジナル特典 ポストカード & 直筆サイン入りコラボポスターが当たる抽選応募レシート 

⑥ タワーレコード オンライン「乃木坂 46」特設ページの「推しメンMAP」を更新 

「別冊 TOWER PLUS＋」表紙 

撮り下ろしコラボポスター 

mailto:press@tower.co.jp
https://tower.jp/article/feature_item/2019/04/01/0702
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■ 乃木坂 46キャンペーン詳細 ■ 

 

① 4期生の「推しメン」と写真が撮れるフォトスポットを設置 

前回の乃木坂 46 キャンペーン開催時に設置し

たフォトスポットに加え、新しく 4期生のメン

バーの「推しメン」フォトフレームまたは自撮

りディスプレイを各店舗に設置します。 

[設置開始日] 5月 28日（火） 

[設置店舗] 後述の追加設置店舗一覧を参照。 

 

 

② 旧譜キャンペーン「千社札ステッカーシート」プレゼント 

対象商品をご購入いただいた方に、4 期生を追加した「千社札ステッカーシート」をプレゼントします。種

類は全部で 8種類。ランダムでの配布となります。 

［配布期間］5月 28日（火）～なくなり次第終了 

［配布店舗］タワーレコードおよび TOWERmini店舗、タワーレコード オンライン 

［対象商品］アーティスト名が『乃木坂 46』のシングル・アルバム・映像商品 

※TOWERminiもりのみやキューズモール店は対象外となります。 ※シングル『Sing Out!』/「NOGIBINGO!」

/「悲しみの忘れ方 Documentary of 乃木坂 46」/「初森ベマーズ」は、対象外となります。 

 

③ 秋元真夏 ＆ 伊藤理々杏（乃木坂 46）が表紙の別冊 TOWER PLUS＋を配布 

秋元真夏と伊藤理々杏（乃木坂 46）が撮り下ろし表紙を飾るフリーペーパー別冊

TOWER PLUS＋を配布します。 

[配布開始] 5月 29日（水）開店時より [サイズ] B5変形 

[配布店舗] タワーレコードおよび TOWERmini全店   

※TOWER RECORDS CAFE、タワーレコード オンラインを除く。※数量限定のため、先着でのお渡しにて

自撮りディスプレイ 

フォトフレーム 
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なくなり次第終了。※お 1人様につき各 1部までのお渡し。※天候や交通事情により入荷が遅れる場合あり。

※お取り置き不可。※増刷の予定なし。 

 

④ 秋元真夏 ＆ 伊藤理々杏（乃木坂 46）撮り下ろしコラボポスターを掲出 

秋元真夏＆伊藤理々杏（乃木坂 46）コラボポスター（B2サイズ）を掲出します。 

[掲出期間] 5月 28日（火）～6月 10日（月） 

[掲出店舗] タワーレコードおよび TOWERmini全店 

 

⑤ ニュー・シングル W オリジナル特典 ポストカード & コラボポスターが当たる抽選応募レシート 

乃木坂 46『Sing Out!』をお買い上げいただいた方に、ポストカード Type Cと抽選応募レシートをプレゼ

ント。レシートよりご応募いただいた方の中から抽選で、秋元真夏と伊藤理々杏の直筆サイン入り撮り下ろ

しコラボポスターを 10名様に差し上げます。 

[対象店舗] タワーレコードおよび TOWERmini全店、タワーレコード オンライン 

[ポスタープレゼント応募締切] 6月 30日（日） 

※オンラインでご購入いただいた方は応募レシートではなく、特設ページより抽選にご応募いただけます。 

 

⑥ タワーレコード オンライン「乃木坂 46」特設ページの「推しメン MAP」を更新 

タワーレコード オンライン「乃木坂 46」特設ページ内で、「推しメン MAP」をご覧いただけます。 

https://drive.google.com/open?id=1sV8Y-MPMmUF_BA-_sSpS44UDWtw&usp=sharing 

 

■商品情報 

＜23rdシングル＞ 

アーティスト：乃木坂 46 

タイトル：Sing Out！ 

発売日：5月 29日（水） 

仕様：ジャケット画像 左から右へ 

初回仕様限定盤 TYPE-A [CD＋Blu-ray] SRCL-11186-11187  \1,850（税込） 

初回仕様限定盤 TYPE-B [CD＋Blu-ray] SRCL-11188-11189  \1,850（税込） 

初回仕様限定盤 TYPE-C [CD＋Blu-ray] SRCL-11190-11191  \1,850（税込） 

初回仕様限定盤 TYPE-D [CD＋Blu-ray] SRCL-11192-11193  \1,850（税込） 

通常盤 [CD]                         SRCL-11194       \1,050（税込）  

https://drive.google.com/open?id=1sV8Y-MPMmUF_BA-_sSpS44UDWtw&usp=sharing
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～「推しメン」フォトスペース 追加設置場所 一覧～ 

※フォトフレームまたは自撮り用ディスプレイを設置。

 

北海道・東北 

秋田オーパ店   矢久保美緒 

盛岡店    金川紗耶 

仙台パルコ店   田村真佑 

 

関東 

池袋店    遠藤さくら 

新宿店    田村真佑 

秋葉原店    清宮レイ 

錦糸町パルコ店   柴田柚菜 

リヴィン光が丘店   北川悠理 

町田店    筒井あやめ 

アリオ橋本店 賀喜遥香 筒井あやめ 金川紗耶 

横浜ビブレ店   北川悠理 

藤沢オーパ店   遠藤さくら 

イオンレイクタウン店  筒井あやめ 

アリオ川口店   清宮レイ 

アリオ鷲宮店   田村真佑 

アリオ上尾店   矢久保美緒 

高崎オーパ店   賀喜遥香 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海 

名古屋パルコ店   遠藤さくら 

東浦店    佐藤楓 

大高店    遠藤さくら 

鈴鹿店    遠藤さくら 

 

近畿 

梅田大阪マルビル店  賀喜遥香 

難波店    清宮レイ 

西武高槻店   遠藤さくら 

あべの Hoop店   田村真佑 

TOWERminiもりのみやキューズモール店 早川聖来 

京都店    矢久保美緒 

神戸店    早川聖来 

TOWERminiららぽｰと甲子園店 金川紗耶 

 

中国・四国 

イオンモール倉敷店  掛橋沙耶香 

アリオ倉敷店   掛橋沙耶香 

広島店    掛橋沙耶香 

 

九州・沖縄 

久留米店    賀喜遥香 

佐賀店    筒井あやめ 

アミュプラザ鹿児島店  田村真佑 

乃木坂 46 


