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チームしゃちほこ、セカンドアルバム発売記念！  

「T カード（チームしゃちほこデザイン）」2 月 2１日発行決定！ 

～T カードでしか見られないレアなチームしゃちほこデザインが登場～ 

 
CCC グループで映画・・音楽・・出版の企画・・製作などのエンタメ事業を展開するカルチュア・エンタテイン

メント株式会社・ 代表取締役社長・：中西・一雄／以下、CE）は、・ チームしゃちほこ」が、セカンドニューア

ルバム おわりとはじまり」を発売することを記念し、 Tカード チームしゃちほこデザイン)」を発行す

ることを決定いたしました。 

12 月 22 日・ 木）18:00 から TSUTAYA のWEBサイトにて事前発行受付を開始します。また、2017 年 2

月 21 日 火）より TSUTAYA の一部の店舗 詳細は下記の公式サイトを御覧ください）で発行を開始しま

す。 

「T カード（チームしゃちほこデザイン）」 
公式サイト：http://tsite.jp/teamsyachihoko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©STARDUST・PROMOTION・inc 
 Tカード(チームしゃちほこデザイン)」は、愛知県出身の女性 5人のアイドルグループ チームしゃち
ほこ」が路上デビューした思い出の名古屋城を背景に、今回の Tカード用に、特別に撮影された写真を使用
した、・ Tカード(チームしゃちほこデザイン)」でしか見ることのできないオリジナルデザインです。・ Tカー
ド(チームしゃちほこデザイン)」を所持するT会員限定企画として、・ Tカード(チームしゃちほこデザイン)」
に貯まった Tポイントを使って直筆サイン入りグッズに応募できるスペシャル特典をご用意しております。 
 また、お手持ちのＴカードがチケットになるサービス Ｔチケット」では、路上デビュー記念日の 2017
年 4 月 7日 金）より、全国 12 箇所 20 公演をまわる過去最大規模の ALBUMツアーの先行受付も決定し
ております。 
 
「T カード（チームしゃちほこデザイン）」をお持ちの T 会員向け限定特典 第 1 弾 
 
TSUTAYA で Tカード(チームしゃちほこデザイン)」を提示してセカンドアルバム おわりとはじまり」
を予約・購入された方へのオリジナル特典として、今回の Tカード用に特別に撮影された TSUTAYA オリジ
ナル撮り下ろし B2ポスターに、メンバーの直筆サインを入れて抽選で 10 名様にプレゼントいたします。 
 
 

TSUTAYA と CEでは、今後もアーティストの世界観をより深く楽しんでいただけるように、・ Tカード・ チ

ームしゃちほこデザイン）」等のキャラクターTカードをお持ちの方に、オリジナル商品などの T会員特典の

提供などを行いながら、スペシャルイベントを通じて音楽に触れる感動や、TSUTAYA を利用する楽しみを

ご提案してまいります。 

 

NEWS RELEASE 

http://tsutaya.tsite.jp/exfeature/syachi/storelist
http://tsite.jp/teamsyachihoko
http://fan.tsite.jp/ticket/
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■「T カード（チームしゃちほこデザイン）」公式サイト：http://tsite.jp/teamsyachihoko 

※ Tカード チームしゃちほこデザイン）」の情報や特典の申し込みなどを随時更新してまいります。 

 

■「T カード（チームしゃちほこデザイン）」の申し込み方法、受付期間など 

・全国の TSUTAYA 店頭受付期間：2017 年 2 月 21 日(火)～2017 年 5 月 31 日(水)  

※発行受付店舗は、 Tカード チームしゃちほこ）」公式サイトに掲載しております。 

※なくなり次第、発行終了になります。 

※一部店舗では、本日より事前発行受付を実施しております。 

・TSUTAYA オンラインショッピング受付期間：2016 年 12 月 22 日(木)～2018 年 2 月 28 日(水)  

※2017 年 2 月 20 日(月)までにお申し込みの方は、2017 年 2 月 21 日(火)以降のお届けとなります。 

・カード発行手数料：500 円 税抜） 

※TSUTAYA レンタル利用登録料が別途かかる場合もございます。 

 

 

 

TSUTAYA でセカンドアルバム 「おわりとはじまり」を予約 ・購入された方へのオリジナル特典として、今回のカード用

に特別に撮影された、TSUTAYA オリジナル撮り下ろし B2 ポスターに、メンバーの直筆サインを入れて抽選でプレゼン

トいたします。 

 

【特典商品】撮り下ろしＢ2サイズ サイン入りポスター 抽選：10 名様 

【受付期間】2017 年 2 月 21日(火)～2017 年 5 月 31 日(水) 

 

※・ Tカード・ チームしゃちほこデザイン）」に貯めた Tポイントとの交換になります。 

※お届けは 2017 年 6 月より順次発送となります。 

 

 

 

■チームしゃちほこ “おわりとはじまり”特設 HP：http://sp.wmg.jp/syachi/owahaji 

 

■2nd NEW ALBUM「おわりとはじまり」 2017 年 2 月 22 日(水)リリース 

これまでの“チームしゃちほこ”の終焉。新たな“チームしゃちほこ”の誕生。全ては“おわり”から始まる？。 

メンバー全員が JK を卒業する 6年目- 小さな名古屋嬢 5人は、尾張-終わり-から、再び始まる。 

新生チームしゃちほこの“産声”が詰まったアルバム。終わりの次には必ずはじまりがある。 

 

【アルバム特典】 

＜予約特典＞ 

対象期間：2016 年 12 月 1 日(木) ～ 2017 年 1 月 6 日(金) 

2016/12/1～2017/01/06 迄に対象商品をご予約された方を対象に、ご予約枚数に応じてポストカード・ HYPER・DELUX

開運・チームしゃちほこポストカード！！」がもらえます！ポストカードに付いているスクラッチを削って当たりが出た

ら、チームしゃちほこメンバーによる、特別コメントが収録されたソノシートを 100 名さまにプレゼント. 

 

＜封入施策＞ 

初回限定盤Ａ+初回限定盤Ｂ購入者対象⇒2 ショット撮影会 

通常盤（初回プレス仕様）購入者対象⇒個別握手会 

封入されている用紙のシリアルナンバーにて応募、詳しい参加方法は追ってお知らせ致します。 

■「T カード（チームしゃちほこデザイン）」をお持ちの T 会員向け限定特典 

【「T カード（チームしゃちほこデザイン）」詳細】 

 

チームしゃちほこ リリース情報 

http://tsite.jp/teamsyachihoko
http://tsite.jp/teamsyachihoko
http://tsutaya.tsite.jp/exfeature/syachi/storelist
http://sp.wmg.jp/syachi/owahaji
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【日程】※詳細な時間や会場などは追ってお知らせいたします。 

3/11 土）名古屋会場：2ショット撮影会+個別握手会 

3/12 日）大阪会場：2ショット撮影会+個別握手会 

3/25 土）東京会場：2ショット撮影会 

3/26 日）東京会場：個別握手会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年４月７日(金) 愛知県：Zepp・Nagoya 

2017 年４月１５日(土) 沖縄県：ナムラホール 

2017 年４月３０日(日) 石川県：金沢・EIGHT・HALL 

2017 年５月４日(木祝) 福岡県：DRUM・LOGOS 

2017 年５月５日(金祝) 広島県：club・QUATTRO 

2017 年５月７日(日) 愛媛県：Wstudio・RED 

2017 年５月１３日(土) 長野県：club・JUNK・BOX 

2017 年５月１４日(日) 新潟県：LOTS 

2017 年５月２８日(日) 北海道：PENNY・LANE・24 

2017 年６月１０日(土) 宮城県：Rensa 

2017 年６月１８日(日) 大阪府：Zepp・Namba 

2017 年７月１日(土) 東京都：新木場・STUDIO・COAST 

2017 年７月２３日(日) 愛知県：Zepp・Nagoya 

※チケット販売などに関しましては、後日発表 

■通常盤・(WPCL-12510) 

￥3,000 本体価格）+税 

■初回限定盤 A・【CD+Blu-ray】 

 WPZL-31264/65） 

￥4,500(本体価格)+税 

■初回限定盤 B【2CD】 

(WPCL-12511/12) 

￥3,500(本体価格)・+税 

-・通常盤、初回限定盤 A、初回限定盤 B、Disc1 共通・– 

【収録内容予定】 

★シャンプーハット(おわりとはじまり ver.)・  

★天才バカボ aン(おわりとはじまり ver.)・  

★Chérie! 

★ULTRA・超・MIRACLE・SUPER・VERY・POWER・BALL 

★パレードは夜空を翔ける・  

★夢でもいいの 

を含む 13 曲入り予定 

-・初回限定盤 A・Blu-ray・– 

【Disc2・収録内容予定】 

ROAD・to・笠寺・～4 年間の軌跡と 5年目の奇跡～<完全版> 

(内容・：彼女たちの、これまでとこれからを映し出したドキュメ

ンタリー映像完全版) 

-・初回限定盤 B・Disc2・– 

【Disc2・収録内容予定】 

★おっとりガールの憂鬱・  

★ベイビーミソカツ・  

★ら・ら・ら・アイドル・  

★泣いてなんかいないよ・  

★小さな夜のうた・  

★翼を授けてグローリア 

★レディオにおねがい・  

★秘密のセレナーデ 

ALBUM ツアー2017 情報 


