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映画「君と 100 回目の恋」とリットーミュージックの楽器教則がコラボレーション！
miwa、坂口健太郎の劇中使用モデルのギター（直筆サイン入り）が抽選で当たる［3 月 10 日迄］

インプレスグループで音楽関連の出版事業を手掛ける株式会社リットーミュージック
（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：古森優）は、2017 年 3 月 10 日までの間、映
画「君と 100 回目の恋」とリットーミュージックの楽器教則とのコラボレーションを実施
いたします。
●特設サイト：映画「君と 100 回目の恋」×リットーミュージック
http://www.rittor-music.co.jp/s/kimi100/
映画「君と 100 回目の恋」は、若い世代に圧倒的な影響力を持つアーティスト“miwa”
さん、話題作への出演が続き今最も注目される俳優“坂口健太郎”さんが初共演する話題

の作品です。主人公２人が大学の仲間とともにバンドを結成し、音楽が物語を紡ぐ上で重
要な要素として描かれている本作品と、音楽出版社のリットーミュージックの楽器教則タ
イトルがコラボし、全国の書店・楽器店にて「君と 100 回目の恋×リットーミュージック
一途なバンドマンキャンペーン」を展開します。
2017 年 3 月 10 日までの間、コラボキャンペーンのオビが巻かれたキャンペーン対象商
品（楽器教則）を購入して応募券を郵送すると抽選で、miwa さん演じる葵海と坂口健太
郎さん演じる陸が劇中で使用しているモデルのギターを、ご本人の直筆サイン入りでプレ
ゼントします。キャンペーン対象商品は、「君と 100 回目の恋×リットーミュージック」
がデザインされたオビが目印です。詳しくは、特設サイトをご覧ください
（http://www.rittor-music.co.jp/s/kimi100/）。
また、miwa さんが表紙を飾る音楽専門誌『アコースティック・ギター・マガジン 2017
年 3 月号 Vol.71』を、1 月 27 日に発売します。自身も数多く手がける映画のサウンドト
ラックを 1 月 25 日にリリース、2 月 22 日にはオリジナル・アルバム『SPLASH☆WORLD』
のリリースも控えた miwa のアコースティック・ギターと歌の世界に迫ります。

《コラボキャンペーン概要》
君と 100 回目の恋×リットーミュージック

一途なバンドマンキャンペーン

■特設サイト
http://www.rittor-music.co.jp/s/kimi100/
■賞品
【A 賞】葵海［miwa］劇中使用モデルギター（YAMAHA FS830）

miwa 直筆サイン入り

1

名様
【B 賞】陸［坂口健太郎］劇中使用モデルギター（YAMAHA FG850）
ン入り

坂口健太郎直筆サイ

1 名様

【C 賞】レコードプレーヤー ION Audio Max LP

3 名様

【応募者全員プレゼント】リットーミュージック特製ノート
■応募方法
「君と 100 回目の恋×リットーミュージック」のキャンペーンオビが巻かれた楽器教則を
購入し、オビに付いている応募券を官製はがきに貼り付け、下記の必要事項をご記入の上
ご郵送ください。
①ご希望の賞品（A/B/C）
号 ⑥メールアドレス

②お名前（フリガナ）③ご職業／学生

④ご住所

⑤電話番

［送付先］
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング
株式会社リットーミュージック

「君 100／一途なバンドマン キャンペーン」係

■応募締め切り
2017 年 3 月 10 日（金）当日消印有効

《雑誌情報》

『アコースティック・ギター・マガジン 2017 年 3 月号 Vol.71』
表紙・巻頭：miwa
定価：2,160 円（本体 2,000 円＋税）
仕様：A4 変型判／160 ページ／CD 付き
発売：2017 年 1 月 27 日
【Amazon.co.jp】https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01NCMY2BF/

《映画『君と 100 回目の恋』情報》
■公開日：2017 年 2 月 4 日（土）全国ロードショー
■タイトル：「君と 100 回目の恋」
■あらすじ：7 月 31 日、誕生日の夜。
ライブがうまくいかずに落ち込む葵海は事故にあってしまう
しかし、気がつくと葵海は教室にいた。
日付は事故の 1 週間前−。
動揺する葵海に、お互いに好きな想いをなかなか伝えられずにいるバンド仲間であり幼な
じみの陸が言う。
「秘密を教える。俺、時間を戻せる。」
葵海の運命を変えるため、陸は時間を遡れるレコードを使い、何度も時を戻していたのだ。
「運命を変えられた。葵海はもう死なない。絶対に」
想いが通じ合った二人は、恋人として日々をやり直すため 1 年前に戻る。
そして、あの事故の日に失敗したライブをやり直すため、特別なラブソングの制作にとり
かかる二人。
「お前がどれだけ先走って転びそうになっても、俺がもっと先にいて、お前のこと守るか
ら。」
しかし、周囲が羨むカップルとして幸せな日々を送る葵海と陸だったが、
陸のタイムリープはには葵海への一途な想いとともに重大な秘密が隠されていたー。
「葵海のいない未来なんて、俺には意味がない。」
陸が自分の未来をかけて自分を愛していることを知る葵海に、
再び 7 月 31 日がやってくるー。
■出演：miwa 坂口健太郎
竜星涼 真野恵里菜 泉澤祐希 太田莉菜 大石吾朗 堀内敬子／田辺誠一
■監督：月川翔（『黒崎くんの言いなりになんてならない』）
■脚本：大島里美（『ダーリンは外国人』）
■主題歌：「君と 100 回目の恋」（Sony Music Records）
■劇中歌：「アイオクリ」（Sony Music Records）
■配給：アスミックエース
■公式サイト：http://kimi100.com/
■コピーライト：(C)2017「君と 100 回目の恋」製作委員会

《関連出版情報》

■集英社オレンジ文庫
『映画ノベライズ

君と 100 回目の恋』

著／下川香苗
原作／Chocolate Records
〈発売中〉

■集英社みらい文庫版〈発売中〉
『君と 100 回目の恋 映画ノベライズ』
著／ワダヒトミ
原作／Chocolate Records
〈発売中〉

■集英社ヤングジャンプコミックス
『君と 100 回目の恋』①～②巻〈発売中〉
『君と 100 回目の恋』③巻〈2 月 17 日発売予定〉
原作／Chocolate Records
構成／イナバセリ
漫画／よしづきくみち

【株式会社リットーミュージック】 http://www.rittor-music.co.jp/
□所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング □設立：1978 年 4 月 10 日 □資本金：
1 億円 □決算期：3 月 31 日 □従業員数：81 名（2016 年 3 月 31 日現在） □代表取締役：古森優 □事業内容：音楽関連出
版事業
【インプレスグループ】 http://www.impressholdings.com/
株式会社インプレスホールディングス(本社：東京都千代田区、代表取締役：唐島夏生、証券コード：東証 1 部 9479)を持株会社と
するメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「モバイルサービス」を主要テーマに専門性の高いコンテンツ＋サー
ビスを提供するメディア事業を展開しています。

以上

【本件に関するお問合せ先】
株式会社リットーミュージック 宣伝広報 市原
Tel: 03-6837-4728/ E-mail: pr@rittor-music.co.jp

