
 

 

 

 

 

 

 

 
 名古屋・栄を拠点に活動する SKE48 が、約 1 年振り、27 枚目となるニューシングル「恋落ちフラグ」を 2021 年 2 月 3 日（水）
に発売することを本日発表いたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真 左から 江籠裕奈、松井珠理奈、福士奈央 

 
 本日 19 時からの YouTube と SHOWROOM での「SKE48 27th シングル特番 生配信」に、松井珠理奈、江籠裕奈、福士
奈央の 3 名が登場。今回のシングルは、SKE48 1 期生 松井珠理奈の卒業記念シングルとなり、2021 年初春に発売することが
先日発表されていましたが、正式な発売日とタイトル、この曲が SKE48 初の全員参加曲（※）となることを発表いたしました。 
（※）卒業を発表している白井琴望・高柳明音・片岡成美と、体調不良により白井友紀乃は不参加となります。 

  
 配信では、SKE48 加入前から松井珠理奈のファンとして知られる福士奈央が、冒頭一人で登場。緊張した面持ちで番組を開始
しました。続いて江籠裕奈も参加し、都合により松井はリモートでの参加となりましたが、一緒に配信できることを素直に喜び楽しい配
信となりました。シングルでは松井がセンターであることを明かし、SKE48 ゆかりの地で MV 撮影をしたという話も。詳しくはまた後日の
お知らせとなります。 
 
 今作はカップリング曲が異なる Type-A、B、C の 3 種類の DVD 付き CD それぞれの初回盤、通常盤の 6 種類と、CD のみの劇
場盤、全 7 種類のジャケットでの発売が決定。明日 11 月 24 日（月）10:00～予約受付開始いたします。 
 今回、対象サイトで各 Type 通常盤 3 形態同時購入（抽選販売）いただくと参加いただける、オンラインサイン会とオンライン手
形会の開催も決定しました。また、早くも次作 28 枚目のシングルに向けて始動することも発表。「応援してくださるファンの皆さまととも
に、新たな SKE48 を作り上げたい!」という想いから、28th シングルのカップリングに収録する楽曲の新たな「ティーンズユニット」のメン
バーを、ファンの皆さまからの投票によって選出していただきます。セブンネット限定販売の 27th シングル「恋落ちフラグ」（セブンネット
盤）を購入いただいた方に加え、SKE48 公式ファンクラブ「SKE48 Family」会員、SKE48 Mobile 月額会員、SKE48 Mail 月
額会員、SKE48 LIVE!! ON DEMAND（DMM.com）月額見放題会員の方にも投票いただけます。この「ティーンズユニット」は、
10 代のメンバー候補 22 名の中から、6 名を選出し、W センターとすることを予定しています。ファンの皆さまと一緒に創る SKE48 の
新しい未来。初めての試みとなりますが、ぜひ、皆さまからの投票、お待ちしております。 
 また、12 月 1 日（火）から順次、渋谷、梅田、名古屋の CD ショップにて、26th シグル「ソーユートコあるよね?」の MV 撮影の
メイキングやジャケット撮影、取材時の写真など、「ちゅりかめら展 IN WONDER PHOTO SHOP」で掲示された写真の展示会を開
催。対象商品をご購入いただいたお客様に展示パネルが抽選で当たる企画や、26thシングル「ソーユートコあるよね?」初回限定盤
封入の「イベント参加券」をお持ちの方は、その場で特製ポスター交換にご参加いただけます。 
 詳細は SKE48 公式 HP にて、今後も最新シングルに関連する情報をお届けしてまいりますので是非ご注目ください。 

 2020 年 11 月 23 日（月・祝） 
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SKE48 27th シングル「恋落ちフラグ」2021 年 2 月 3 日(水)リリース決定！ 

松井珠理奈卒業記念シングルは全員参加曲に!! 



 
 
【配信参加メンバーコメント】 
●福士奈央（SKE48 チーム E） 
今回は珠理奈さんの卒業シングルということで、全員参加という初めての試みで、もち
ろん私も参加させていただいたんですが、珠理奈さんの卒業シングルに出られて本当に
嬉しいっていう気持ちが一番強いです。MV 撮影の時に珠理奈さんの背中を見ても本
当にカッコイイなと思ったし、最後までたくさんずっと見ていたいなと思いました。珠理奈さ
んと写真撮影できて、思い出を作れたのも嬉しかったです。 
最後、珠理奈さんを笑顔で SKE48 メンバー全員で見送りたいなと強く思いましたの
で、ファンの皆さんも盛り上げていただけたらなと思います。 
 
●江籠裕奈（SKE48 チーム KⅡ） 
12 周年 Fes の時に次のシングル発売が発表されて楽しみだったんですが、発売日が決まり、MV 撮影も終えてってなると、本当にも
うおじゅり（珠理奈）を見送るんだなっていう実感がわいてきて寂しい気持ちもありました。でも今回みんなで参加できて、おじゅりの
SKE48 に対する思いも私たちにすごく伝わって、一緒に撮影できたことがすごく嬉しかったです。 
こういう状況の中で SKE48 として（新たな）お知らせをする機会があまりなかったので、こうして今日皆さんにワクワクとかこれからの楽
しみをたくさん伝えられたことが嬉しいですし、まだまだたくさんのお知らせがありますので、これからの SKE48 にも是非注目していただけ
たら嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。 
 
●松井珠理奈（SKE48 チーム S） 
今回最後のシングルということで、全員で歌わせていただくので、MV 撮影を初めて一
緒にするというメンバーもたくさんいました。10 期生は MV 撮影自体初めてですし。自
分の MV に対する思いとか、こういう感じでいつも盛り上げてやってるという様子を見て
もらえたのはよかったなと思います。例えばみんなで一緒にレッスンしたりとか、みんなで
一緒にできたことが嬉しかったです。 
（配信の）コメントにも「立ち位置気になる」というのが結構きていたので、初披露の
場が決まったら、注目していただければと思います。 
 
 
 
 
 
◆SKE48 27th シングル「恋落ちフラグ」 2021 年 2 月 3 日(水)リリース! 
【Type-A】 
＜初回盤＞CD+DVD AVCD-94969/B 価格:1,524 円（税抜）1,676 円（税込） 
①オリジナル生写真 TYPE-A ランダム 1 枚封入（予定） 
②特典シリアルコード封入（スペシャル映像 TYPE-A）（予定） 
 
＜通常盤＞CD+DVD AVCD-94972/B 価格:1,524 円（税抜）1,676 円（税込） 
 
収録内容（予定） 
＜CD＞Disc-1 
01.恋落ちフラグ 
02.タイトル未定Ａ  
03.恋落ちフラグ off vocal 
04.タイトル未定Ａ off vocal 
 
【Type-B】 
＜初回盤＞CD+DVD AVCD-94970/B 価格:1,524 円（税抜）1,676 円（税込） 
①オリジナル生写真 TYPE-B ランダム 1 枚封入（予定） 
②特典シリアルコード封入（スペシャル映像 TYPE-B）（予定） 
 
＜通常盤＞CD+DVD AVCD-94973/B 価格:1,524 円（税抜）1,676 円（税込） 
収録内容（予定） 
 
＜CD＞Disc-1 
01.恋落ちフラグ 
02.タイトル未定Ｂ  
03.恋落ちフラグ off vocal 
04.タイトル未定Ｂ off vocal 
 
 

＜DVD＞Disc-2 
01.恋落ちフラグ Music Video 
02.タイトル未定Ａ Music Video 
03.タイトル未定 特典映像 

 

＜DVD＞Disc-2 
01.恋落ちフラグ Music Video 
02.タイトル未定 B Music Video 
03.タイトル未定 特典映像 

 



【Type-C】 
＜初回盤＞CD+DVD AVCD-94971/B 価格:1,524 円（税抜）1,676 円（税込） 
①オリジナル生写真 TYPE-C ランダム 1 枚封入（予定） 
②特典シリアルコード封入（スペシャル映像 TYPE-C）（予定） 
 
＜通常盤＞CD+DVD AVCD-94974/B 価格:1,524 円（税抜）1,676 円（税込） 
 
収録内容（予定） 
＜CD＞Disc-1 
01.恋落ちフラグ  
02.タイトル未定 C 
03.恋落ちフラグ off vocal 
04.タイトル未定 C off vocal 
 
 
【セブンネット限定盤】 
【Type-A】CD+DVD AVC1-94976/B 価格:1,524 円（税抜）1,676 円（税込） 
シリアルナンバー付き投票券 
（『未来は少女たちの手の中』SKE48 28th シングル カップリング収録「ティーンズユニット」メンバー投票企画のシリアルナンバー付き投票券） 
 
収録内容（予定）【Type-A】同収録内容 
 
【Type-B】CD+DVD AVC1-94977/B 価格:1,524 円（税抜）1,676 円（税込） 
シリアルナンバー付き投票券 
（『未来は少女たちの手の中』SKE48 28th シングル カップリング収録「ティーンズユニット」メンバー投票企画のシリアルナンバー付き投票券） 
 
収録内容（予定）【Type-B】同収録内容 
 
【Type-C】CD+DVD AVC1-94978/B 価格:1,524 円（税抜）1,676 円（税込） 
シリアルナンバー付き投票券 
（『未来は少女たちの手の中』SKE48 28th シングル カップリング収録「ティーンズユニット」メンバー投票企画のシリアルナンバー付き投票券） 
 
収録内容（予定）【Type-C】同収録内容 
 
 
【劇場盤】 ※販売開始日時は後日改めてご案内します。 
CD AVC1-94975 価格:952 円（税抜）1,047 円（税込） 
収録内容（予定） 
＜CD＞Disc-1 
01.恋落ちフラグ 
02.タイトル未定 D  
03.恋落ちフラグ off vocal 
04.タイトル未定 D off vocal 

 
 
◆27th シングル「恋落ちフラグ」を対象としたオンラインサイン会＆手形会 
 全国のお客様が参加可能なオンラインサイン会＆手形会を開催します! 
 内容/スケジュール詳細はコチラ 
 http://www.ske48.co.jp/news/?id=1606122684 
 
◆SKE48 28th シングル カップリング収録「ティーンズユニット」メンバー投票企画 
 『未来は少女たちの手の中』 
 内容/スケジュール詳細はコチラ 
 http://www.ske48.co.jp/news/?id=1606122656 
 
◆「ちゅりかめら展 IN WONDER PHOTO SHOP」in CD ショップ開催 
 内容/スケジュール詳細はコチラ 
 http://www.ske48.co.jp/news/?id=1606122629 
 
◆SKE48 公式 HP 
 http://www.ske48.co.jp/ 
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E-mail info@zest-corp.com 
 

本件に関するお問い合わせ 

＜DVD＞Disc-2 
01.恋落ちフラグ Music Video 
02.タイトル未定 C Music Video 
03.タイトル未定 特典映像 

 


