2022 年 9 月 11 日（日）
株式会社ゼスト

SKE48 劇場デビュー14 周年当日発売となる
30th シングルの収録内容詳細を発表！
名古屋・栄を拠点に活動する SKE48 のメンバー8 名が、 9 月 11 日（日）に YouTube 生配信を行い、SKE48 劇場デビュ
ー14 周年を迎える 10 月５日にリリースする 30 枚目のシングル「絶対インスピレーション」のカップリング曲や、特典映像の内容を紹
介。全タイプのジャケット写真と、カップリング曲の「New Ager」と「片想いフォーエバー」のミュージックビデオ（以下、MV）を公開いた
しました。

前列:左より髙畑結希(27)、太田彩夏(22)、青海ひな乃(21)、青木莉樺(23)、林美澪(13)、江籠裕奈(22)
後列:左より中野愛理(21)、原優寧(20)

配信の参加メンバーは、青海ひな乃、青木莉樺、江籠裕奈、太田彩夏、中野愛理、髙畑結希、林美澪、原優寧の 8 名。
初の表題曲センターに抜擢された青海ひな乃、初選抜となった太田彩夏、青木莉樺が選抜を伝えられた時の映像も公開され、青
木は、「よく冗談を言うスタッフさんだったのでドッキリかと思った」と映像では言葉少なかったものの、「時差で（喜びが）きた」と後で一
人で泣いたというエピソードも明かしました。
先日公開された表題曲「絶対インスピレーション」の MV は、新センター青海ひな乃と、今作がラストシングルとなる須田亜香里の 2
人を軸とし、SKE48 の世代交代や、お互いをリスペクトする気持ちをダンスで表現しているもの。フラッシュの光のように、動と静のメリ
ハリをつけたキレのある「フラッシュダンス」がポイントとなっているダンスの振り付けは、第一生命 D.LEAGUE で初代チャンピオンになっ
た、avex ROYALBRATS（ロイヤルブラッツ）のみなさんに振り付けいただいたことも紹介されました。
Type-A のカップリング曲となるのは、昨日本人による配信で内容が発表された須田亜香里の卒業ソロ曲「私の歩き方」。MV も昨
日公開されています。
Type-B のカップリング曲は、9 期～11 期のメンバー24 名が参加する「New Ager」。11 期生の原優寧をセンターに、制服姿の
メンバーが校内でとび回る爽やかな映像となっています。原は、振りをなかなか覚えられず苦戦し、センターを務めるのが不安だったもの
の、「先輩や同期がとても優しくて、楽しく撮影できました」と笑顔を見せました。朝は雨が降っていたのに、踊るシーンの撮影の時は奇
跡的に晴れていてすごく暑かったそうで、「キレイでかわいい“青春!”って感じの MV になっているので楽しみにしてください」と呼びかけま
した。こちらの MV は本日公開となりました。
Type-C のカップリング曲は、「片想いフォーエバー」。これまで SKE48 が何度かコラボさせていただいてきたサンリオさんのキャラクター
クロミちゃんとコラボをさせていただいた映像に。ドラフト 3 期生の中野愛理をセンターに全 17 名のメンバーが参加しています。中野は、
「まさか私が（センター）とびっくりしました。MV 撮影は緊張して、誰よりもたくさん時間をかけて振りをたたきこんだので、その必死さが
伝われば」とはにかみながらも、「（MV は）片思いをしていて“告白できない、どうしよう”と思っているメンバーを、クロミちゃんが背中を
押してくれるというストーリーです。最後まで観るとわかるので、是非たくさん観てください」とアピールしました。
劇場盤には、10 期生林美澪のソロ曲「私の時計」を収録。林は、「すごくポップで、メッセージ性の強い曲です。今の私の気持ちとマ
ッチしていて、心がのぞかれているかと思うくらい…。是非聴いてください」とコメントしました。
また、今回初センター9 期生の青海は「（表題曲の MV は）世代交代というテーマなので、改めてストーリー性のある MV をたくさ

ん観ていただけると嬉しいです」、5 期生の江籠は「30 枚目のシングル、私たちと皆さんと一緒に盛り上げていけたらと思ってますので、
よろしくお願いします!」と配信を締めくくりました。
特典映像は、初回盤 Type-A に須田亜香里のドキュメンタリー、初回盤 Type-B に表題曲「絶対インスピレーション」とカップリン
グ曲「New Ager」MV 撮影の模様、初回盤 type-C には、カップリング曲「片想いフォーエバー」MV 撮影の模様と、表題曲「絶対イ
ンスピレーション」の撮影の模様を太田と青木が撮影した番外編が収められています。どれもヴォリュームたっぷりの映像になっています
ので、発売を楽しみにお待ちください。
―リリース情報―

★SKE48 30th シングル 「絶対インスピレーション」 2022 年 10 月 5 日（水）発売
https://SKE48.lnk.to/30th_single
[Music Video] https://youtu.be/JoSjHx2qsbg
表題曲「絶対インスピレーション」 歌唱メンバー
Team S:青海ひな乃、井上瑠夏、北川愛乃、坂本真凛、野村実代
Team KⅡ:青木莉樺、江籠裕奈、太田彩夏、日高優月
Team E:浅井裕華、鎌田菜月、熊崎晴香、佐藤佳穂、末永桜花、
菅原茉椰、須田亜香里、髙畑結希、林 美澪
商品情報詳細はコチラ
⇒ https://ske48.co.jp/news/detail/42295

★Type-A 収録 須田亜香里卒業ソロ曲 「私の歩き方」 ミュージックビデオ
⇒ https://youtu.be/O1YOoxcylFg
★Type-B 収録 「New Ager」 ミュージックビデオ
⇒ https://youtu.be/A4Ugkvba22s
★Type-C 収録 「片想いフォーエバー」 ミュージックビデオ
⇒ https://youtu.be/yp8loYGrPoY

【Type-A】
＜初回盤＞CD+DVD AVCD-61246/B
価格:1,591 円（税抜）1,750 円（税込）
①オリジナル生写真(全 18 種中 1 種ランダム封入)
②特典シリアルコード券封入
＜通常盤＞CD+DVD AVCD-61249/B
価格:1,591 円（税抜）1,750 円（税込）
◆収録内容
＜CD＞Disc-1
01.絶対インスピレーション
02.私の歩き方（須田亜香里）
03.絶対インスピレーション off vocal
04.私の歩き方 off vocal
＜DVD＞Disc-2
01.絶対インスピレーション Music Video
02.私の歩き方 Music Video
03.須田亜香里 Documentary ～私の歩き方～

初回盤

通常盤

初回盤

通常盤

【Type-B】
＜初回盤＞CD+DVD AVCD-61247/B
価格:1,591 円（税抜）1,750 円（税込）
①オリジナル生写真(全 18 種中 1 種ランダム封入)
②特典シリアルコード券封入
＜通常盤＞CD+DVD AVCD-61250/B
価格:1,591 円（税抜）1,750 円（税込）
◆収録内容

＜CD＞Disc-1
01.絶対インスピレーション
02.New Ager
03.絶対インスピレーション off vocal
04.New Ager off vocal
＜DVD＞Disc-2
01.絶対インスピレーション Music Video
02.New Ager Music Video
03.SKE48 30th シングル「絶対インスピレーション」Music Video Behind &「New Ager」Music Video Behind ～君をキュンとさせ
ちゃうぞ～
「New Ager」歌唱メンバー
Team S:赤堀君江、荒野姫楓、石塚美月、⿁頭未来、杉山歩南、竹内ななみ、中坂美祐、平野百菜
Team KⅡ:伊藤実希、入内嶋涼、岡本彩夏、川嶋美晴、鈴木愛菜、西井美桜、藤本冬香
Team E:澤田奏音、鈴木恋奈、田辺美月
11 期研究生:大村杏、篠原京香、杉本りいな、原優寧、森本くるみ、山村さくら

【Type-C】
＜初回盤＞CD+DVD AVCD-61248/B
価格:1,591 円（税抜）1,750 円（税込）
①オリジナル生写真(全 18 種中 1 種ランダム封入)
②特典シリアルコード券封入
＜通常盤＞CD+DVD AVCD-61251/B
価格:1,591 円（税抜）1,750 円（税込）
◆収録内容
＜CD＞Disc-1
01.絶対インスピレーション
02.片想いフォーエバー
初回盤
03.絶対インスピレーション off vocal
04.片想いフォーエバー off vocal
＜DVD＞Disc-2
01.絶対インスピレーション Music Video
02.片想いフォーエバー Music Video
03.「片想いフォーエバー」Music Video Behind &「絶対インスピレーション」番外編～めろりあんちゃんねる～
「片想いフォーエバー」 歌唱メンバー
Team S:石黒友月、大谷悠妃、上村亜柚香、都築里佳、仲村和泉、松本慈子
Team KⅡ:青木詩織、荒井優希、北野瑠華、中野愛理、水野愛理
Team E:相川暖花、井田玲音名、倉島杏実、斉藤真木子、谷真理佳、福士奈央

【劇場盤】
CD AVC1-61252
価格:1,045 円（税抜）1,150 円（税込）
◆収録内容
＜CD＞Disc-1
01.絶対インスピレーション
02.私の時計（林 美澪）
03.絶対インスピレーション
04.私の時計 off vocal

★SKE48 30th シングル 須田亜香里 特別生配信（アーカイブ）
URL:https://youtu.be/7UVahr0GuR8
★SKE48 30th シングル 生配信 SP（アーカイブ）
URL:https://youtu.be/3Sl1ppxsDts

通常盤

―LIVE 情報―

★古畑奈和卒業コンサート＠日本ガイシホール ～ハニーフェス～
2022 年 9 月 24 日（土） 開場 10:30 開演 12:00
特設サイト:https://ske48.co.jp/feature/furuhata_graduation

★須田亜香里卒業コンサート＠日本ガイシホール ～君だけが瞳の中のセンター～
2022 年 9 月 24 日（土） 開場 17:00 開演 18:30
特設サイト:https://ske48.co.jp/feature/suda_graduation

★SKE48 14th Anniversary Festival 2022
2022 年 9 月 25 日（日） 開場 15:30 開演 17:00
特設サイト:https://ske48.co.jp/feature/ske48_14th_Anniversary_Festival_2022
[一般販売中] 枚数制限１公演お一人様 4 枚まで
チケットぴあ⇒ https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=89120041
■SKE48 OFFICIAL HP
https://ske48.co.jp/
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