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タワーレコード新宿店で、いま最もオススメしているアーティスト・ 

大展開している CD など他では行っていないキャンペーンやイベント情報を、 

「タワーレコード新宿店ニュース」として毎週お届けいたします。 

新宿だから流行っている CD、音楽市場と時事情報にともなって嗜好も日々変化しています。 

タワーレコード新宿店ニュース 53 

そんな流行や変化に敏感な新宿店の文化をウィークリーでご紹介します。 

 

タワーレコード新宿店ウィークリー情報（5/25-5/31） 

 

新宿店で開催しているキャンペーン！ 

LADY GAGA / BORN THIS WAY 発売記念 パネル展開催！  
全世界待望のガガ様 NEW アルバム発売を記念したパネル展を開催中！ 
CD はもちろん関連グッズも併せて大展開中！ 
展開期間：5/23（月）～6/6(月） 
展示場所：8F 洋楽フロア 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the telephones / SUPER DISCO HITS 3!!!発売記念 ミラーボール型メッセージボード登場！  
the telephones 待望の DVD｢SUPER DISCO HITS 3!!! ULTIMATE DISCO!!!@ディファ有明 20101208｣の 

発売を記念した、ミラーボール型メッセージボードを設置。まちがいなくメンバーに届くメッセージボードです。 

ぜひメンバーへの気持ちをメッセージに託して下さい！ 

展示期間：5/24（火）～6/6（月） 

展示場所：7Ｆ J-POP フロア 

 

 

 

 

Kitty,Daisy&Lewis / Smoking in Heaven 発売記念 抽選会開催！  
エゴラッピン、クリス・マーティン（コールドプレイ）、G・ラヴ&スペシャル・ソースなども大絶賛する 3 人組、 

Kitty,Daisy&Lewis の新作発売を記念して、抽選会を開催！ 

さらにタワレコ新宿店限定で KD&L フリーペーパーを配布中！ 
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Kitty,Daisy&Lewis / Smoking in Heaven コーナー 

（7F フロア） 

LADY GAGA / BORN THIS WAY コーナー 

（7F フロア） 

左から LADY GAGA / BORN THIS WAY コーナー、パネル展示、ガガ様パネル展示模様 （8F フロア） 

the telephones / SUPER DISCO HITS 3 コーナー、

ミラーボール型メッセージボード 

（7F フロア） 



 

 

「NO MUSIC, NO IDOL?」 新宿店アイドルコーナー(7F フロア) 今週のニュース 

■展開＆特集  
℃-ute / 桃色スパークリング 

恵比寿マスカッツ / ザ マスカッツ～ハリウッドからこんにちは～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 恵比寿マスカッツ / ザ マスカッツ～ハリウッドからこんにちは～ 

（7F フロア）  

 

新宿店アニメコーナー(10F フロア)今週のニュース 

堀江由衣さんニューシングル発売記念、今回は直筆サイン入りエプロンの展示です！ 
前回のシングル「インモラリスト」発売時から設置していた「ほっちゃん等身大パネル」は現在、タワーレコード梅田 NU 茶屋

町店に出張中ですが、代わりに直筆サイン入りタワレコエプロンをお預かりしました。 
なんとこのエプロン、TV アニメ「DOG DAYS」ED 主題歌である 5/25（水）発売シングル「PRESENTER」購入時に先着でお渡

しするタワーレコードオリジナル特典ブロマイドの撮影時に、実際に着用したエプロンなんです！ 
今回もたくさんのほっちゃんファンのご来店お待ちしております！ 

 

 

 

 

 

 

 

第４回アニソングランプリ優勝！大注目の河野マリナさんインストアイベント決定！ 
2011 年 1 月発売の雑誌「リスアニ！」特典 CD でプレデビューを果たし、 

TV アニメ「A チャンネル」OP テーマで神前暁プロデュースによりついにメジャーデビュー 

する河野マリナさん。5/25（水）発売デビューシングル「Morning Arch」をご購入の方に先着

で 6/18（土）18：30 よりタワーレコード新宿店 7F イベントスペースにて行われるインストアラ

イブ+サイン会に参加できる整理番号付イベント参加券をお渡しいたします！ 

ライブの観覧は入場フリーとなっておりますので、デビュー間もない彼女の初々しい 

パフォーマンスを是非チェックしに来てください。 

 

 

 

新宿店 K-POP コーナー(7F フロア) 今週のニュース 
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河野マリナ「Morning Arch」コーナー 

（7F フロア） 

左から 堀江由衣「PRESENTER」コーナー （7F フロア）、タワレコエプロン展示模様 （10F フロア） 

℃-ute / 桃色スパークリング コーナー 

（7F フロア） 

『パク・ジョンミン/Wara Wara THE PARK JUNGMIN』発売記念 抽選会決定！ 
SS501 のパク・ジョンミンの日本デビューを記念して新宿店限定で抽選会を開催！ 

貴重な直筆メッセージ・カードやポスターがあたります。ぜひご参加下さい。 

開催期間：5/24（火）～5/25（水）＊特典がなくなり次第早期終了の可能性がございます。 

開催場所：7Ｆ インフォメーション・カウンター 

 

 

 

 



 

＜新宿店で今週開催されるイベント情報＞ 

日付 時間 アーティスト名 イベント内容 

       ※イベント内容、時間等変更の場合がございます。詳しくはタワーレコード新宿店（TEL03-5360-7811）へお問合せ  

又は、タワーオンラインインストアイベント情報（http://tower.jp/store/event）にてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/25（水） 21:00 

黒猫チェルシー 1ST フルアルバム『NUDE+』 

リリース スペシャルイベント「未公開レコーディング映像

一挙初公開!」! トークゲスト：プロデューサー土屋昌巳氏 

メンバースペシャルトーク&サイン会

 

5/26（木） 14:00 コロムビア・ガールズ・コレクション   ミニライブ＆握手会＆撮影会 

5/26（木） 19:00 NIKIIE      ミニライブ 

5/27（金） 15:00 松原健之    ミニライブ＆握手＆特典引換会 

5/27（金） 19:00 
「ナナとカオル」DVD＆Blu-ray 発売記念イベント    

出演：永瀬麻帆（ナナ役）・栩原楽人（カオル役） トーク＆握手＆チェキ撮影会 

5/28（土） 14:00 露崎春女    ミニライブ＆サイン色紙お渡し会 

5/28（土） 17:00 Suara      ミニライブ＆握手会 

5/28（土） 19:30 

ヒダカトオル（monobright)「ロッカフェラースカンク 1」 

発 売 記 念 イ ン ス ト ア イ ベ ン ト  ゲ ス ト ： 出 口 博 之

（monobright）・ナカヤマシンペイ（ストレイテナー） 
トーク＆サイン会 

5/29（日） 13:00 T-SQUARE   トーク＆サイン会 

5/29（日） 16:00 天下取り隊      トーク&ミニライブ 

5/29（日） 19:00 

デッドマンワンダーランド「OP＆ED」主題歌 

CD 発売イベント開催決定！！ 

出演：fade、ニルギリス、NARASAKI、花澤香菜  

（出演者は急遽変更になる場合がございます。） 
ミニライブ＆トーク 

5/30（月） 19:00 ベベチオ    ミニライブ ＆ サイン会 

 

 

 

◆ご取材ならびにこの件に関するお問い合わせ先◆ 

タワーレコード株式会社 広報室 谷河（やがわ）、高橋、松本、伊早坂  

TEL：03-3496-5245  Email：presstower.co.jp 
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