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タワーレコードは、乃木坂 46 の 11 月 14 日（水）22nd シングル『帰り道は遠回りしたくなる』の発売

を記念して、乃木坂 46 大応援キャンペーンをタワーレコード全店で開催します。 

 

本キャンペーンでは、11 月 13 日（火）よりタワーレコードおよび TOWERmini 全店で各店舗の「イチ

推しのメンバー」略して「推しメン」と一緒に写真が撮れるフォトフレームを設置します。また、乃木坂

46 の衛藤美彩、斉藤優里、和田まあやの 3 人が表紙を飾る別冊「TOWER PLUS＋」を配布。同じく衛藤

美彩、斉藤優里、和田まあやの撮り下ろし写真を使用した乃木坂 46 コラボポスター（B2 サイズ）の掲出

も決定しました。 

そして『帰り道は遠回りしたくなる』をタワーレコードでご購入の方には、特典としてポストカード

TypeB と、衛藤美彩、斉藤優里、和田まあやの直筆サイン入り撮り下ろしコラボポスター（B2 サイズ）が

抽選で 10 名様に当たる応募カードの W オリジナル特典を先着で差し上げます。 

さらに、タワーレコード オンライン内の特設ページでは「推しメン MAP」を更新。各タワレコ店舗の「推

しメン」を、地図上で見つけることができます。そして、今年の春に実施して好評だった旧譜キャンペーン

を再始動。対象の乃木坂 46 旧譜作品をご購入の方に先着で「千社札ステッカーシート」を差し上げます。

このステッカーシートは、各店頭に飾っている「推しメン」の「のぼり」のロゴを使用したものです。 

タワーレコードは、フォトフレームや「推しメン MAP」、ステッカーシートなどで『帰り道は遠回りした

くなる』の発売を応援するとともに、各店舖で「推しメン」を大プッシュします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 乃木坂 46 大応援キャンペーン 開催概要 ◆ 

①各店「推しメン」フォトフレームを設置 …11 月 13 日（火）から ※設置場所一覧は本リリース末尾へ。 

②衛藤美彩、斉藤優里、和田まあやが表紙の別冊「TOWER PLUS＋」を全店で配布 …11 月 14 日（水）から 

③乃木坂 46 コラボポスター（B2サイズ）を全店で掲出 …11 月 13 日（火）から 

④ニューシングル Wオリジナル特典 ポストカード Type B & コラボポスターが抽選で当たる応募カード 

⑤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 …11 月 7 日（水） 

⑥旧譜キャンペーン「千社札ステッカーシート」プレゼント …11 月 13 日（火）から 

詳細は次項およびタワーレコード オンライン「乃木坂 46」特設ページへ

https://tower.jp/article/feature_item/2018/10/01/0701  

推しメン」

（18125） 
2018 年 11 月 7 日 

タワーレコード株式会社 

「推しメン」フォトフレーム（イメージ） 

PRESS RELEASE 

別冊「TOWER PLUS＋」表紙 

乃木坂 46 コラボポスター 

（B2 サイズ） 
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◆ 乃木坂 46 大応援キャンペーン 企画詳細 ◆ 

 

①各店「推しメン」フォトフレームを設置  

［設置開始日］11 月 13 日（火） 

［設置店舗］タワーレコードおよび TOWERmini全店 

 

②衛藤美彩、斉藤優里、和田まあやが表紙の 別冊「TOWER PLUS＋」を全店で配布 

［配布期間］11 月 14 日（水）より順次配布開始。なくなり次第終了。 

［配布店舗］タワーレコードおよび TOWERmini全店 

［内容］衛藤美彩、斉藤優里、和田まあやの撮り下ろし写真と直筆コメントカードを掲載。 

［サイズ］B5 変形  ［ページ数］4 ページ  

※配布開始時間は店舗により異なります。※天候や交通事情により入荷が遅れる場合がございます。 

※お取り置きは出来ません。※増刷の予定はございません。 

 

③乃木坂 46 コラボポスター（B2サイズ）を全店で掲出  

［掲出期間］11 月 13 日（火）〜11 月 26 日（月）   

［掲出店舗］タワーレコードおよび TOWERmini全店 

［内容］衛藤美彩、斉藤優里、和田まあやの撮り下ろし写真を使用したポスター。 

 

④ニューシングル Wオリジナル特典 ポストカード Type B & コラボポスターが抽選で当たる応募カード 

『帰り道は遠回りしたくなる』をご購入いただいた方に、ポストカード Type B と、衛藤美彩、斉藤優

里、和田まあやの直筆サイン入り撮り下ろしポスター（B2 サイズ）が抽選で 10 名様に当たる応募カ

ードの 2 点を先着で差し上げます。 

［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］11 月 26 日（月） 

 

⑤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。 

URL: https://tower.jp/article/feature_item/2018/10/01/0701 

 

⑥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、店頭に飾っている「のぼり」のロゴを使用した「千社札ステッカー

シート」を差し上げます。種類は 6 種類、ランダム配布です。 

［実施期間］11 月 13 日（火）〜 なくなり次第終了 

［実施店舗］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 

［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 ※ 

※『帰り道は遠回りしたくなる』シングル/「NOGIBINGO!」/「悲しみの忘れ方 Documentary of 乃木坂 46」/「初森

ベマーズ」は対象外。 
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～「推しメン」フォトフレーム 設置場所一覧～ 

 

北海道・東北 

札幌ピヴォ店   秋元真夏 

苫小牧店   山下美月 北野日奈子 

アリオ札幌店   梅澤美波 

下田店    鈴木絢音 

秋田オーパ店   鈴木絢音 

盛岡店    鈴木絢音 久保史緒里 

仙台パルコ店   松村沙友理 久保史緒里 

TOWERmini アリオ仙台泉店 久保史緒里 

郡山店    向井葉月 

 

関東 

渋谷店    与田祐希 渡辺みり愛 

池袋店    梅澤美波 

新宿店    白石麻衣 

秋葉原店   松村沙友理 寺田蘭世 

アリオ亀有店   齋藤飛鳥 

TOWERmini 汐留店  西野七瀬 山下美月 山崎怜奈 

TOWERmini ダイバーシティ東京 プラザ店 井上小百合 新内眞衣 与田祐希 

リヴィン光が丘店  鈴木絢音 

ららぽｰと立川立飛店  西野七瀬 吉田綾乃クリスティー 

八王子店   北野日奈子 

吉祥寺店   大園桃子 白石麻衣 

町田店    桜井玲香 

川崎店    北野日奈子 

グランツリー武蔵小杉店  伊藤純奈 

アリオ橋本店   山下美月 

西武東戸塚店   白石麻衣 

横浜ビブレ店   松村沙友理 

藤沢オーパ店   西野七瀬 梅澤美波 

イオンレイクタウン店  新内眞衣 斉藤優里 

浦和店    新内眞衣 

アリオ川口店   西野七瀬 齋藤飛鳥 

アリオ鷲宮店   衛藤美彩 

アリオ上尾店   佐藤楓 

津田沼店   齋藤飛鳥 高山一実 

セブンパーク アリオ柏店 生田絵梨花 

アリオモール蘇我店  高山一実 

ららぽｰと TOKYO-BAY 店 山下美月 星野みなみ 

高崎オーパ店   伊藤理々杏 白石麻衣 

 

信越・北陸 

新潟店    松村沙友理 

金沢フォーラス店  阪口珠美 白石麻衣 

上田店    山下美月 若月佑美 
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東海 

静岡店    堀 未央奈 若月佑美 

ららぽｰと磐田店   若月佑美 中村麗乃 

名古屋パルコ店   西野七瀬 岩本蓮加 

名古屋近鉄パッセ店  齋藤飛鳥 

東浦店    衛藤美彩 佐藤楓 

大高店    佐藤楓 

モレラ岐阜店   堀未央奈 

鈴鹿店    佐々木琴子 

 

近畿 

梅田大阪マルビル店  齋藤飛鳥 

難波店    星野 みなみ 西野七瀬 堀 未央奈 佐藤 楓 

北花田店   堀 未央奈 

梅田 NU 茶屋町店  松村沙友理 山下美月 

西武高槻店   山下美月 西野七瀬 

あべの HooP 店   中田花奈 

アリオ八尾店   鈴木絢音 

TOWERmini くずはモール店 齋藤飛鳥 

TOWERmini もりのみやキューズモール店 松村沙友理 

京都店    松村沙友理 与田祐希 

橿原店    樋口日奈 

神戸店    寺田蘭世 秋元真夏 

明石店    白石麻衣 

TOWERmini ららぽｰと甲子園店 衛藤美彩 

 

中国・四国 

イオンモール倉敷店  伊藤かりん 

アリオ倉敷店   白石麻衣 

広島店    和田まあや 

高松丸亀町店   生田絵梨花 

 

九州・沖縄 

福岡パルコ店   与田祐希 

若松店    与田祐希 

久留米店   衛藤美彩 

香椎浜店   与田祐希 

アミュプラザ博多店  白石麻衣 与田祐希 

佐賀店    川後陽菜 

アミュプラザ鹿児島店  大園桃子 

那覇リウボウ店   伊藤理々杏 

以上 74 店舗。 
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■商品情報 
＜ニューシングル＞ 

アーティスト：乃木坂 46 

タイトル：帰り道は遠回りしたくなる 

発売日：11 月 14 日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初回仕様限定盤 TYPE-A [CD＋Blu-ray] SRCL-9974-9975   \1,713＋税 

初回仕様限定盤 TYPE-B [CD＋Blu-ray] SRCL-9976-9977  \1,713＋税 

初回仕様限定盤 TYPE-C [CD＋Blu-ray] SRCL-9978-9979  \1,713＋税 

初回仕様限定盤 TYPE-D [CD＋Blu-ray] SRCL-9980-9981  \1,713＋税 

通常盤 [CD]                          SRCL-9982       \972＋税 

 

乃木坂 46 

初回仕様限定盤 TYPE-A 初回仕様限定盤 TYPE-B 初回仕様限定盤 TYPE-C 

初回仕様限定盤 TYPE-D 通常盤 


