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さくら学院 10th Album『さくら学院 2019年度 ～Story～』 

タワレコ店舗限定応援企画で今年も‟The Road to Graduation”を応援！ 

「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスター2 種プレゼント 

タワレボ「南波一海のアイドル三十六房 特別編」の配信 

～全店手書き POP＆写真で店頭展開！さらに 17 店舗でパネル展も開催～ 
                                                    
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』が、2 月 14 日（金）今年度の学院祭公演

を中心とした映像作品 12th LIVE VIDEO『さくら学院祭☆2019』、続いて 3 月 3 日（火）2019 年度の集大成作品となる

10th アルバム『さくら学院 2019 年度 ～Story～』の発売と、タワーレコード全店での店舗独占販売（※オンラインは、

アーティストオンラインショップ「アスマート」にて販売）を記念し、様々な恒例企画を実施し、今年度のさくら学院の 

‟The Road to Graduation”を応援していきます。 

 

■“NO MUSIC, NO IDOL？” VOL.212 コラボレーションポスター 

恒例となっている “NO MUSIC, NO IDOL？”コラボレーションポスターが今年も完成。さくら学院としては 8 回目のコ

ラボとなる今回も、卒業生 4 名 ver.と生徒 12 名の全員 ver.の 2 種類のポスターを制作、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、対象商品により 2 種類のポスターをそれぞれご購入者へ先着でプレゼントし

ます。 

 

■南波一海のアイドル三十六房 特別編配信 

また、タワーレコードの人気ネット番組「南波一海のアイドル三十六房」では、卒業を直前に控える生徒会長・藤平華乃、

顔笑れ！！委員長・吉田爽葉香、はみだせ！委員長・有友緒心、トーク委員長・森萌々穂の 4 人が登場、公開収録イベント

＜南波一海のアイドル三十六房 特別編 ～ 『さくら学院 2019 年度 ～Story～』発売記念 中等部 3 年トークスペシャ

ル！＞を、3 月 7 日（土）にタワーレコード渋谷店にて開催します。 

 

■全店店頭にメンバー手書きコメント＆チェキ+限定 17 店舗でパネル展 

さらに、全店店頭では、3 月 2 日（月）より生徒（メンバー）自らによる手書きコメントカードとサイン入りチェキを掲

示します。そして、タワーレコード 17 店舗にて、2 月 14 日（火）より“『さくら学院祭☆2019』発売記念パネル展”、そし

て 3 月 2 日（月）より“『さくら学院 2019 年度 ～Story～』発売記念パネル展”の開催も決定しました。 

 

タワーレコードでは、これら様々な企画を通じ、来るべき『The Road to Graduation 2019 Final ～さくら学院 2019

年度 卒業～』に向け、さくら学院を大プッシュしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2020 年 2 月 4 日 
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NO MUSIC, NO IDOL? ポスターにさくら学院が 8 回目の登場 

 

今回の登場でさくら学院として 8 回目となる「さくら学院×タワーレコード新宿店」のコラボレーションポスター 

「NO MUSIC, NO IDOL?」。タワーレコードおよび TOWERmini 全店（※タワーレコード渋谷店を除く）にて、対象商品 

「さくら学院 2019 年度 ～Story～」の 4 形態それぞれに絵柄の違う 2 種類のポスターをご購入者へ先着でプレゼン 

トします。 

   

【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）にてポスタープレゼント】 

   

・卒業生 4 名 Ver. 対象商品 

10th アルバム『さくら学院 2019 年度 ～Story～』 

・初回限定盤 さくら盤（CD＋Blu-ray）\4,300＋税 

・初回限定盤 学院盤（CD+DVD）\4,300＋税 

 

・全員 Ver. 対象商品 

10th アルバム『さくら学院 2019 年度 ～Story～』 

・通常盤（CD ONLY）￥3,200＋税 

  ・初回限定盤 アナログ盤 ※タワーレコード限定 \5,000+税 

※ポスターは各店なくなり次第、終了となります。 

※タワーレコード渋谷店のみ特典が異なり、アイドル三十六房観覧入場券となります。次頁のアイドル三十六房参照 
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南波一海のアイドル三十六房 

特別編 ～ 「さくら学院 2019 年度 ～Story～」発売記念 中等部 3 年トークスペシャル！ 

 

毎年恒例のさくら学院の最上級生メンバーを招いた三十六房特別編でのトークスペシャル。今年は生徒会長・藤平華乃、

顔笑れ！！委員長・吉田爽葉香、はみだせ！委員長・有友緒心、トーク委員長・森萌々穂の 4 人が登場。いよいよ『The Road 

to Graduation 2019 Final ～さくら学院 2019 年度 卒業～』まで 1 か月を切った 4 人が今の素直な気持ちを、お馴染み

の南波一海氏と嶺脇社長を相手に語る貴重な公開収録イベントとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【番組名】南波一海のアイドル三十六房 特別編  

特別編 ～ 『さくら学院 2019 年度 ～Story～』発売記念 中等部 3 年トークスペシャル 

【日時】3 月 7 日（土）13:30～（開場：13:00～）  

【配信日時】3 月 7 日（土）21:00～ 

【配信先 URL】http://towershibuya.jp/towerrecordstv  

【出演】さくら学院 藤平華乃、吉田爽葉香、有友緒心、森萌々穂 

【司会】南波一海、嶺脇育夫 

【会場】タワーレコード渋谷店 B1F「CUTUP STUDIO」 

 

【入場方法】  

3 月 2 日（月）商品入荷時より、タワーレコード渋谷店にて 3/3(火)発売のさくら学院『さくら学院 2019 年度～Story

～』をご購入頂いたお客様に、「抽選会参加券」を CD1 枚につき 1 枚お渡しいたします。 

「抽選会参加券」をお持ちのお客様は抽選にご参加いただけます。抽選はご購入後にカウンターにて行い、その場で結果

をご確認いただけます。ご当選いただいた方は 3/7(土)イベントの「整理番号付きイベント参加券」を 1 枚お渡しいたし

ます。 

※「抽選回参加券」はご購入枚数分お渡しいたしますが、複数回抽選した場合はご当選いただいた時点で終了となりま 

す（「整理番号付きイベント参加券」のお渡しはおひとり様 1 枚までとなります）。 

※「整理番号付きイベント参加券」は数に限りがございますので、当たりが全て出た時点で抽選会は終了となります。 

※「整理番号付きイベント参加券」の整理番号はランダムでの配布となります。お客様ご自身で抽選箱よりお引きいた 

だきます。 

※イベントへのご参加は「整理番号付きイベント参加券」をお持ちのお客様のみとなります。フリー観覧はございませ 

ん。 

【入場整理券対象商品】 10th アルバム『さくら学院 2019 年度 ～Story～』 

・初回限定盤 さくら盤（CD＋Blu-ray）\4,300＋税 

・初回限定盤 学院盤（CD+DVD）\4,300＋税 

・通常盤（CD ONLY）￥3,200＋税 

  ・初回限定盤 アナログ盤 ※タワーレコード限定 \5,000+税 

藤平華乃（ふじひらかの） 

（中等部 3 年・生徒会長） 

吉田爽葉香（よしだそよか） 

（中等部 3 年・顔笑れ！！委員長） 

有友緒心（ありともつぐみ） 

（中等部 3 年・はみだせ！委員長） 

森萌々穂（もりももえ） 

（中等部 3 年・トーク委員長） 
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※詳細はこちらへ 

タワーレコード渋谷店のイベント情報   http://tower.jp/store/kanto/Shibuya/event 

  タワレコ TV http://towershibuya.jp/towerrecordstv  

 

 

タワーレコード 17 店舗パネル展 

 

【開催店舗】※①②共通 

渋谷店、新宿店、池袋店、秋葉原店、川崎店、広島店、佐賀店、津田沼店、セブンパークアリオ柏店、札幌ピヴォ店、横浜

ビブレ店、名古屋パルコ店、名古屋近鉄パッセ店、梅田大阪マルビル店、難波店、梅田 NU 茶屋町店、福岡パルコ店 

 

① 『さくら学院祭☆2019』発売記念パネル展 

12th LIVE VIDEO『さくら学院祭☆2019』発売を記念して、タワーレコード 17 店舗にてパネル展の開催が決定しま

した。また、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。是非、チェックしてみてください。 

【開催期間】2020 年 2 月 14 日（金）～2020 年 3 月 1 日（日） 

【応募方法】上記開催店舗にて『さくら学院祭☆2018』Blu-ray、DVD のいずれかを 1 点お買い上げの方に抽選券を 

1 枚お渡しいたします。当選番号発表まで抽選券を大切にお持ちください。 

3 月 2 日（月）に各店舗で当選番号を発表予定。 

 

② 『さくら学院 2019 年度 ～Story～』 発売記念パネル展 

10th アルバム『さくら学院 2019 年度 ～Story～』発売を記念し、展示写真を入れ替えて、同店舗にてパネル展を 

開催。応募抽選にて各店舗 1 名様に展示パネルを 1 枚プレゼントします。 

【開催期間】2020 年 3 月 2 日（月）～2020 年 3 月 22 日（日） 

【応募方法】上記開催店舗にて『さくら学院 2019 年度 ～Story～』初回限定盤 さくら盤（CD＋Blu-ray）、 

初回限定盤 学院盤（CD+DVD）、初回限定盤 アナログ盤のいずれかを 1 点お買い上げの方に抽選券を 1 枚お渡しい 

たします。 

当選番号発表まで抽選券を大切にお持ちください。 

3 月 23 日（月）に各店舗で当選番号を発表予定。 

 

※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。 

 

 

タワーレコードおよびタワーミニ全店展開 

 

さくら学院 2019 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、TOWERmini 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。 

【開催期間】2020 年 3 月 2 日（月）～2019 年 3 月 22 日（日） 

http://tower.jp/store/kanto/Shibuya/event
http://towershibuya.jp/towerrecordstv
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12th LIVE VIDEO『さくら学院祭☆2019』 

 

【タイトル】 さくら学院祭☆2019 

【商品形態・価格】 2 形態  

◆Blu-ray  \7,800+税 

◆DVD  \6,500+税 

【発売日】 2 月 14 日（金） 

【発売元】 アミューズ 

【取扱い】 タワーレコードおよび TOWERmini 全店 

アーティストオンラインショップ『アスマート』 

【タワーレコード限定特典】 

 Blu-ray または DVD をタワーレコードならびに TOWERmini 全店にてご予約・ご購入いただいた方に先着でオリジナル

B2 ポスターをプレゼントいたします。  

 ※本商品はタワーレコード オンラインでの販売はありません。         

 

［収録内容］ 

01. 目指せ！スーパーレディー-2019 年度- 

02. 負けるな！青春ヒザコゾウ 

03. FLY AWAY 

04. オトメゴコロ。 

寸劇『さくら学院のハロウィン殺人事件!?』（from 2019.10.20 公演） 

05. Pumpkin Parade 

06. Let's Dance 

『2019 年度サクラデミー女優賞は誰だ?!』（from 2019.10.20 公演） 

07. 君に届け 

08. #アオハル白書 

09. マシュマロ色の君と 

10. Carry on 

EN1. Pinky Promise / @onefive 

EN2. 夢に向かって  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特典映像】 

寸劇『さくら学院のハロウィン殺人事件!?』（from 2019.10.19 公演） 

『2019 年度サクラデミー女優賞は誰だ?!』（from 2019.10.19 公演） 

収録内容は予告なく変更となる可能性がございます。 

『さくら学院祭☆2019』Blu-ray（左）、DVD（右） 
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10th アルバム『さくら学院 2019 年度 ～Story～』商品概要 

 

【タイトル】 さくら学院 2019 年度 ～Story～ 

【商品形態】 4 形態 

【発売日】 3 月 3 日（火） 

【発売元】 アミューズ 

【取扱い】 タワーレコードおよび TOWERmini 全店 

アーティストオンラインショップ『アスマート』 

 

  [収録曲] ※4 形態共通  

1.目指せ！スーパーレディー-2019 年度- 

2.Hello ! IVY 

3.Hana*Hana 

4.顔笑れ!! 

5.#アオハル白書 

6.Let's Dance 

7.Merry Xmas to you 

 

◆初回限定盤 さくら盤（CD＋Blu-ray） 

[特典 Blu-ray 映像] 

1.「#アオハル白書」Music Video 

2.「Merry Xmas to you」from 2019.12.24@舞浜アンフィシアター   

品番：SGAL-0013  

価格：￥4,300＋税 

 

 

 

◆初回限定盤 学院盤（CD＋DVD） 

 [特典 DVD 映像] 

1.「さくら学院 2019 年度学年末テスト ～今年も魅せます！ 

熱戦、涙腺、混戦涙×２の学年末テスト～」 

品番：SGAL-0014   

価格：￥4,300＋税 

 

 

◆通常盤（CD ONLY） 

品番：SGAL-0015    

価格：￥3,200＋税 

 

 

 

 

 

 ◆初回限定盤 アナログ盤 ※タワーレコード限定 

品番：SGAL-0016    

価格：￥5,000＋税 

 

 

 

 

8. モノクローム 

9. クロスロード中等部 3 年（藤平華乃、吉田爽葉香、有友緒心、森萌々穂） 

10.My Graduation Toss  

11.マシュマロ色の君と 

12.未完成シルエット 

13.旅立ちの日に～J-MIX 2019～ 

14.夢に向かって 


