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     2013 年 3 月 6 日

タワーレコード株式会社

PRESS RELEASE 
 

TOWER RECORDS CAFE とさくら学院クッキング部ミニパティが 

期間限定コラボレーション 

3/11～ミニパティメンバー考案のコラボメニューが登場！ 
                            

 

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、さくら学院のニューアルバ

ム「さくら学院 2012 年度～My Generation～」発売を記念して、2013 年 3 月11 日（月）～2013 年3 月24 日（日）の期間、

TOWER RECORDS CAFE (タワーレコード渋谷店２Ｆ)にて、さくら学院のクラブ活動（ユニット）、クッキング部「ミニパティ」

とコラボレーションし、期間限定コラボメニューとして『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♡』を期間・数量限定で提供いたします。 

 

 今回のコラボメニュー「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♡」は、ミニパティメンバーの田口 華、菊地最愛、水野由結の 3 名がメニュー内容やネーミングを考案。3 月 13

日（水）発売のアルバム「さくら学院 2012 年度～My Generation～」に収録されているクッキング部 ミニパティの新曲『ミ

ラクル♪パティフル♪ハンバーガー』に登場する具材（レタス・ピクルス・トマト・チーズ・アボガド等）をワンプレートに載せ、

お客様は具材の組み合わせを自由に楽しんでいただきながら、オリジナル・ハンバーガーを作っていただくという趣向。

セットのドリンクも３名が実際にハンバーガーを食べながら味見を繰り返したさくらシロップを使ったオリジナルドリンクで、

ネーミングは「さくらパチパチソーダ」に決定しました。 

 今回、コラボメニューをご注文いただいたお客様には、先着で「ミニパティ」のオリジナル生写真をプレゼント。さらに期

間内に TOWER RECORDS CAFE をご利用頂いたお客様先着 2,000 名様に「クッキング部ミニパティ×TOWER 

RECORDS CAFE 特製オリジナルコースター」をプレゼントいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
さくら学院クッキング部ミニパティ （左から 菊地最愛、田口華、水野由結）  

 

 

 
さくら学院クッキング部ミニパティ

メンバー直筆メニュー 
 
 

                             ■ご取材ならびにこの件に関するお問い合せ先■ 

タワーレコード株式会社 広報室谷河（やがわ）、伊早坂、松本、高橋  

TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp 
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 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販売詳細  
  
 販売期間： 2013 年 3 月 11 日（月）～2013 年 3 月 24 日（日） 
販売時間： AM10:00～PM22:00 (コラボメニューは限定数のご提供となり、各日なくなり次第終了いたします。） 
販売場所： タワーレコード渋谷店２F「TOWER RECORDS CAFE」 
コラボレーションメニュー名： 

 
  『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） 
 

 特典： ①上記期間内に「TOWER RECORDS CAFE」をご利用頂き、一品以上ご注文頂いた方（テイクアウトは不可） 
先着 2000 名様に「クッキング部ミニパティ×TOWER RECORDS CAF 特製オリジナルコースター」 
をプレゼントいたします。 

 
     ②上記期間内に「TOWER RECORDS CAFE」にて「 「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）」をご注文頂いた方に 
先着で１セットにつき１枚、オリジナル生写真をプレゼントいたします。 

 
※コラボレーションメニューご希望の方が殺到した場合、整理券を発行させていただき、定数に達し次第、 

終了とさせていただく場合もございます。 
 ※整理券の配布は先着順となり、ご予約等はお受けできません。ご了承ください。 
 ※コラボレーションメニューは CAFE 店内でのご提供のみとなっております。テイクアウトは承っておりません。  
 ※店内混雑時は、時間制限・相席にさせていただく場合もございます。ご協力をお願いいたします。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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♡ 

クッキング部ミニパティ×TOWER RECORDS CAFÉ 特製

オリジナルコースター  

 

 

 

☆さくら学院 クッキング部 ミニパティ 

 

【メンバー】菊地最愛（中等部 1 年）、田口華（中等部 1 年）、水野由結（中等部 1 年） 

 

2010 年 4 月開校した、学校生活とクラブ活動をテーマに色々な分野で個性を表現していく「成長期限定」ユニット“さくら

学院”のクラブ活動ユニット。 

初代メンバーは、堀内まり菜（中等部 2 年 副会長）、飯田來麗（中等部 2 年 副々会長）、杉﨑寧々（中等部 2 年）が勤

め、2011 年 7 月に現メンバーに引き継がれる。 
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＜さくら学院 アルバム情報＞ 

タイトル：「さくら学院 2012 年度 ～My Generation ～」 

発売日：2013 年 3 月 13 日 

 

【CD 収録曲】※初回盤・通常盤共通 

1.「WONDERFUL JOURNEY」 

2.「スリープワンダー」  

3.「ヘドバンギャー！！」 / 重音部 BABYMETAL 

4.「ミラクル♪パティフル♪ハンバーガー」 / クッキング部 ミニパティ 

5.「スイミン不足」 / 帰宅部 sleepiece 

6.「スコアボードにラブがある」 / テニス部 Pastel Wind 

7.「サイエンスガール ▽ サイレンスボーイ」 / 科学部 科学究明機構ロヂカ？ 

8.「デルタ」/ 科学部 科学究明機構ロヂカ？ 

9.「桜色のアベニュー from SUZUKA」 

10.「My Graduation Toss」  

11.「マシュマロ色の君と」 

12.「旅立ちの日に ～ J-MIX 2012 ～」 

 

■【初回さ盤】CD+DVD UPCH-9844 ￥3.890（税込） 

DVD：『咲き乱れる珍回答！さくら学院 学年末テスト 2012』 

*「My Graduation Toss」Music Clip 

* さくら学院 学年末テスト 2012 

* メンバー他己紹介：杉﨑寧々・大賀咲希 / 佐藤日向・水野由結 

 

■【初回く盤】CD+DVD UPCH-9845 ￥3.890（税込） 

DVD：『クラスメイトは永遠に』 

*「Song for Smiling」Music Clip 

*すぅさんへ 感謝のサプライズ！～クラスメイトは永遠に～ 

*メンバー他己紹介：中元すず香・杉本愛莉鈴/飯田來麗・磯野莉音 

 

■【初回ら盤】CD+DVD UPCH-9846 ￥3.890（税込） 

DVD：『ラジオさくら学院』 

*「Wonderful Journey」Music Clip 

*『ラジオで総まとめ！ ～さくら学院 2012 年の歩み ～』2012 年度の貴重な映像資料と共に思い出大放送！！ 

* メンバー他己紹介：堀内まり菜・菊地最愛/田口華・野津友那乃 

 

■【通常盤】CD のみ UPCH-1916 ￥3,059（税込） 
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 【初回さ盤】 【初回く盤】 【初回ら盤】 【通常盤】 
 

＜さくら学院 LIVE INFORMATION＞ 

3 月 31 日（日） 『The Road to Graduation Final ～さくら学院 2012 年度 卒業～』  

会場 東京国際フォーラム ホール C 

チケット 全席指定：4,800 円（税込）  SOULD OUT 

お問合せ ディスクガレージ 050-5533-0888（月～金/12:00～19:00) 

 

タワーレコード渋谷店 http://tower.jp/store/kanto/Shibuya  

さくら学院 HP http://www.sakuragakuin.jp/ 


