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株式会社エムオン・エンタテインメント

ClariS 1st 写真集
「illusion ～ひかりに包まれて～」の表紙を公開！
株式会社エムオン・エンタテインメント(所在地:東京都港区、代表取締役:渋谷 学)は、 “クララ”と“カレン”からなる正体
不明の女の子 2 人組ユニット“ClariS”が 9 月 1 日（金）に発売する、初の写真集「illusion ～ひかりに包まれて～」の表
紙を公開しました。

今回公開された表紙は、写真集のタイトルどおり光に包まれたふたりを映しており、写真集の中には幻想的で美しくもどこか儚い
クララとカレンを捉えた貴重な写真の数々、さらに現在までに行ってきた数々のコンサートから選りすぐりの未公開ライブ写真も余
すことなく掲載。まさにふたりの“軌跡”と“今”を写し出した貴重な一冊になっている。

なお、8 月 30 日（水）からは、アニメイト渋谷と HMV エソラ池袋にてパネル展の開催も決定！写真集に掲載されているカッ
トのほかにも、ClariS のコンサートから選りすぐりの写真をパネルとして展示。さらに、全国のアニメイトと同店のオンラインでは、写
真集購入者の中から 3 名に、ClariS のふたりのサインが入った“ClariS サイン入り写真集”のプレゼント企画も決定している。

9 月 13 日には TV アニメ『終物語』の ED テーマとなるニュー・シングル「SHIORI」のリリース、9 月 16 日にはパシフィコ横浜に
て“ClariS 2nd HALL CONCERT in パシフィコ横浜国立大ホール ～さよならの先へ…はじまりのメロディ～”の開催が決定
している ClariS。ふたりにとって初となる写真集、どうぞお楽しみに！

■発売情報
ClariS 1st 写真集「illusion ～ひかりに包まれて～」
9 月 1 日（金）発売
定価：￥3,500＋税
発売：エムオン・エンタテインメント
判型：A4 変型／ハードカバー／オールカラー96P
編集：リスアニ！
ご予約はこちら（http://amzn.asia/axHCyUl）

★店舗別購入特典（ポストカード）
■アニメイト

■HMV

■ゲーマーズ、ソフマップ（アキバ☆ソフマップ／なんば）、とらのあな

■タワーレコード

★“ClariS 1st 写真集「illusion ～ひかりに包まれて～」発売記念パネル展”開催決定！
場所：アニメイト渋谷／HMV エソラ池袋
日程：8 月 30 日（水）～9 月 13 日（水）
内容：ClariS 1st 写真集「illusion ～ひかりに包まれて～」や ClariS のコンサート写真から、選りすぐりのカットをパネル掲
載（※観覧無料）
★プレゼント企画決定！
対象店舗：全国のアニメイト、アニメイトオンライン
内容：上記対象店舗で ClariS 1st 写真集「illusion ～ひかりに包まれて～」をご購入いただいた方の中から抽選で 3 名に
“ClariS サイン入り写真集”をプレゼント！
詳細はリスアニ！WEB より後日発表いたします。
■リリース情報
ClariS 18th SINGLE
TV アニメ『終物語』ED テーマ
「SHIORI」
9 月 13 日（水）発売
【初回生産限定盤(CD＋DVD)】
品番：VVCL-1093～94

価格：￥2,000(税込)
※DVD には「SHIORI」Music Video を収録予定
【通常盤(CD)】
品番：VVCL-1095
価格：￥1,500(税込)
【期間＆初回仕様限定盤 [アニメ盤](CD＋DVD)】
品番：VVCL-1096～97
価格：￥2,000(税込)
※DVD には TV アニメ「終物語」ノンクレジットエンディングを収録予定
＜CD＞
M1.「SHIORI」
M2.「君の知らない物語」(cover)
M3.「アイヲウタエ」(cover)
M4.「ナイショの話 -2017 ver.-」
M5.「border -TeddyLoid remix-」
M6.「SHIORI -Instrumental-」
※アニメ盤の M6 には「SHIORI -TV size mix-」を収録
※収録内容・曲順・表記等は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

LIVE Blu-ray
「ClariS 1st 武道館コンサート ～2 つの仮面と失われた太陽～」 発売中
【初回盤(Blu-ray＋2 LIVE CD)】
価格：￥9,000(税込)
【通常盤(Blu-ray)】
価格：￥7,500(税込)
＜Blu-ray＞
～ 序 章 ～ ／ again ／ YUMENOKI ／ RESTART ／ ～ 第 一 章 ～ ／ border ／ ホ ロ グ ラ ム ／ ～ 第 二 章 ～ ／ pastel ／
blossom／眠り姫／～第三章～／CLICK／コネクト／ルミナス／カラフル／～第四章～／水色クラゲ／この i は虚数／～
第五章～／アネモネ／ウソツキ／Gravity／DROP (kz remix)／irony／Clear Sky／STEP／recall／～End
credits～
＜Bonus Movie＞
●Special Making Movie of“ClariS 1st 武道館コンサート ～2 つの仮面と失われた太陽～”
●ClariS Special mix by DJ kz（livetune）part 1（ハルラ～ドリームワールド～Wake Up）
●ClariS Special mix by DJ kz（livetune）part 2（SECRET～アワイオモイ～Collage）

＜CD_1＞
M1. again／M2. YUMENOKI／M3. RESTART／M4. border／M5. ホログラム／M6. pastel／M7. blossom／
M8. 眠り姫／M9. CLICK／M10. コネクト／M11. ルミナス／M12. カラフル
＜CD_2＞
M1. 水色クラゲ／M2. この i は虚数／M3. アネモネ／M4. ウソツキ／M5. Gravity／M6. irony／M7. Clear Sky／
M8. STEP／M9. Recall

■ライブ情報
ClariS 2nd HALL CONCERT in パシフィコ横浜国立大ホール ～さよならの先へ…はじまりのメロディ～

9 月 16 日(土)
会場：パシフィコ横浜国立大ホール
時間：OPEN 17:00／START 18:00
チケット：全席指定 8,000 円（税込）
8 月 5 日（土）より発売開始
お問い合わせ：キョードー横浜 045-671-9911
■関連リンク
ClariS オフィシャルサイト（http://www.clarismusic.jp/ ）
ClariS スタッフ Twitter（https://twitter.com/claris_staff ）

