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         タワーレコード K-POP NEWS 

2/29 発売 U-KISS NEW シングル＆1st アルバムに、タワーレコード限定盤登場！ 

 タワーレコード限定盤購入者対象スペシャルイベントも開催 

 タワーレコードでは、エイベックス・エンタテインメント（株）と協業し、2月 29 日（水）発売の U-KISS 

NEW シングル「Forbidden Love」と 1st アルバム「A Shared Dream」のタワーレコード限定盤を発売します。 

タワーレコード限定盤は、シングル、アルバム共にタワーレコード盤オリジナルジャケット仕様となります。  

 さらに、「Forbidden Love」と「A Shared Dream」のタワーレコード限定盤に封入されているイベント参加

券をお持ちの方は、3月 15 日（木）にタワーレコード渋谷店 B1F「STAGE ONE」にて開催するスペシャルイベ

ントにご参加いただけます。（イベント参加券は、シングルとアルバム各 1枚ずつ、合計 2枚必要です） 

 

 U-KISS NEWシングル＆1stアルバム タワーレコード限定盤詳細  

 【NEW シングル詳細】 

 アーティスト：U-KISS 

 タイトル：「Forbidden Love」（タワーレコード限定盤） 

 形  態：CD ※数量限定生産盤 

 品  番：AVC1-48282  
 発 売 日：2012 年 2 月 29 日（水）  

 価  格：1,050 円（税込） 

 封入特典：・タワーレコード渋谷店 3/15 開催イベント参加券 

      （開催時間ランダム封入） 

      ・タワーレコードオリジナル特典応募券 

      （応募締切：2012 年 3 月 31 日消印有効） 
 

 1

 【1st アルバム詳細】 

 アーティスト：U-KISS 

 タイトル：「A Shared Dream」（タワーレコード限定盤） 

 形  態：CD ※数量限定生産盤 

 品  番：AVC1-38444 

 発 売 日：2012 年 2 月 29 日（水）  

 価  格：3,150 円（税込） 

 封入特典：・タワーレコード渋谷店 3/15 開催イベント参加券   

      ・タワーレコードオリジナル特典応募券 

      （応募締切：2012 年 3 月 31 日消印有効） 
 

  ※『U-KISS 2nd シングル＆1st アルバム購入者限定プレミアム・イベント』応募券は、タワーレコード限定盤には 

   封入されておりません。応募券は下記に封入されています。 

  シングル：[CD+DVD]（AVCD-48269/B）、[CD のみ]（AVCD-48270） 

  アルバム：[CD+DVD]（AVCD-38441/B）、[CD のみ]（AVCD-38442） 
 

 

 

 

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）、伊早坂、松本、高橋 

TEL：03-3496-5245  Email：press@tower.co.jp 



 

 【U-KISS 2/29 発売 NEW シングル＆1st アルバム タワーレコード限定盤購入者スペシャルイベント詳細】 

 開催日時：2012 年 3 月 15 日（木）1回目 18 時 / 2 回目 19 時 / 集合写真撮影会 20 時（当選者のみ） 

      ※集合時間はそれぞれ開始時間 30 分前 

 開催場所：タワーレコード渋谷店 B1F「STAGE ONE」 

 内  容：ハイタッチ＆写真撮影会抽選＆集合写真撮影会（抽選会当選者のみ） 

 参加方法：2/29 発売 U-KISS の NEW シングル「Forbidden Love」と 1st アルバム「A Shared Dream」のタ 

      ワーレコード限定盤にそれぞれ封入されているイベント参加券が各1枚ずつ合計2枚必要です。 
  

 ※参加回については、シングルに封入されているイベント参加券に記載されています。 

 ※参加回については、ランダムに封入されています。 

 ※参加回は、封入されている参加券に記載されている回のみ可能となります。 

 ※タワーレコード限定盤以外には本イベントの参加券は封入されておりません。 

 ※集合写真撮影会に当選された方は、20 時より撮影会を行いますので、30 分前にお集まりください。 

  集合写真撮影会は、当選者約 30 名と U-KISS メンバーで行います。 

  撮影した写真は、お帰りの際にお渡しするダウンロードカードを使い、後日ご自身でサイトからダウンロードしてい 

  ただきます。 

 

 【旧譜キャンペーン＜集合写真撮影会に参加できる抽選会＞詳細】 

 昨年 12 月に発売された U-KISS デビュー・シングル「Tick Tack」のタワーレコード限定盤（AVC1-48301） 

 を、タワーレコード渋谷店にて 2月 17 日（金）～3月 15 日（木）の期間にご購入いただいた方に、先着 

 で抽選会参加券を差し上げます。 

 抽選会参加券をお持ちの方は、3月 15 日（木）10 時より、タワーレコード渋谷店 5F 特設カウンターにて 

 開催される抽選会にご参加いただけます。 

 当選した方は、3月 15 日（木）20 時から開催される集合写真撮影会にご参加いただけます。 
 

 対象商品販売期間：2012 年 2 月 17 日（金）～3月 15 日（木）※商品がなくなり次第終了 

 対象商品販売店舗：タワーレコード渋谷店  

 抽選会開催日時：2012 年 3 月 15 日（木）10 時～ ※予定枚数満了になり次第終了 

 抽選会開催場所：タワーレコード渋谷店 5F 特設カウンター 

 参 加 方 法：U-KISS デビュー・シングル「Tick Tack」（2011 年 12 月 14 日発売）のタワーレコード 

         限定盤（AVC1-48301）を、タワーレコード渋谷店にて 2月 17 日（金）～3月 15 日（木） 

         の期間にご購入いただいた方に、先着で抽選会参加券を差し上げます。 

  

 【イベントに関する注意事項】 
 ※注意事項に反する行為が見受けられた場合、及び 当日スタッフの指示に従って頂けない場合は、イベントの中止 

  もしくはご退場を頂く場合がございます。予めご了承ください。 

 ※会場で CD 販売を行いますが、枚数に限りがございます。タワーレコード各店舗での事前購入をお願い致します。 

 ※ハイタッチ会は各回、開始時間から 10 分以内にご入場ください。時間を過ぎますとご参加いただけない場合がご 

  ざいます。 

 ※複数枚「ハイタッチ会参加券」をお持ちのお客様で、ハイタッチ会に 2度目以降のご参加の場合は、再度列の最後 

  尾にお並び頂くこととなります。イベントの都合上、時間内でも列が途切れ次第終了させていただきます。 

 ※施設内や会場での荷物置き等による場所取り行為や座り込みは禁止とさせて頂きます。 

 ※イベントご参加の際、「ハイタッチ会参加券」「写真撮影会参加券」を必ずご持参ください。 

 ※「ハイタッチ会参加券」「写真撮影会参加券」は、いかなる場合(紛失・盗難等含む)においても再発行は致しません 

  のでご了承ください。 

 ※「ハイタッチ会参加券」「写真撮影会」は 3/15（木）開催の対象イベントのみ有効となります。 

 ※アーティスト出演中の撮影・録音・録画等の行為は一切禁止です。 

 ※商品をご予約いただいた方のお取り置き期間は発売（入荷）より 1週間（3/7）までとなります。  

 ※対象商品をご購入頂いた際、払い戻しは一切行いません。不良品は CD 盤のみの良品交換とさせて頂きます。 

 ※3歳以上のお子様をご同伴の場合は別途お子様の分の「ハイタッチ会参加券」が必要になります。 

 ※徹夜で会場に溜まるなどの行為は、近隣住民の方の迷惑となりますのでおやめください。 

  徹夜行為を見つけた場合は、イベントを中止させていただく場合がございます。 

 ※当日の交通費・宿泊費等はお客様負担となります。 

 ※諸事情により、イベントを中止させて頂く場合がございます。 

 ※イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

 

●お問い合わせ● 

タワーレコード渋谷店 03-3496-3661（10 時～23 時） 
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                      U-KISS 
 

 2008 年の夏、世界を舞台に活躍するアイドルを目指し、アメリカ、中国、香港出身のメンバーを含めた 

 14 歳から 19 歳のメンバーで構成された 7 人組のアイドルグループ、U-KISS。 

 U-KISS という名は、先端を意味するユビキタスの頭文字「U」と、英語でいう｢あなた｣の「YOU」を指し、  

 あなたとキスをという言葉につながる「KISS」は、「Korean International Idol Superstar」という意味 

 を持っている。端正な顔立ちからは想像できない驚くべき歌唱力とパワフルなパフォーマンスで、デビュー 

 から 2ヵ月後、「アジア・ソング・フェスティバル」で新人賞を受賞。メンバーそれぞれがモデルやバラエ 

 ティ番組へのレギュラー出演、MC として活動をするなど、様々なジャンルで活躍する人気と実力を兼ね備 

 えたグループだ。また、韓国出身のメンバーを始め、アメリカ、香港など、海外留学経験があるメンバーで 

 構成された U-KISS は、既に韓国のみならず台湾、中国などアジア諸国で高い認知度を得ている。 

 2008 年 8 月、シングルアルバム「N-Generation」のタイトル曲「子供じゃない」でデビューを果たした後、  

 2nd シングルアルバム「Bring It Back 2 Old School」では、タイトル曲 「君が好き」を発表し、“可愛 

 い弟”のイメージで注目を浴びた。その後、3rd シングルアルバム「CONTI UKISS」 タイトル曲「Man Man 

 Ha ni（マンマンハニ）」を発表。かわいいイメージから男らしさを前面に打ち出したビジュアルへと大きく 

 イメージチェンジ、見るものを圧倒するパフォーマンスと歌声で、“ガンナムダンス(強い男子ダンス)”旋 

 風を起こすなど爆発的な人気を得た。 

 2010 年 2 月、ついにファーストアルバム「U-Kiss Only One」を発表。 

 タイトル曲「Bing Geul Bing Geul（ビングルビングル）」と「Mo Ra Go(何だって)」は「Man Man Ha ni（マ 

 ンマンハニ）」の人気を引き継ぐように大ヒットを記録。人気と実力を備えた韓国の最高のアイドルグルー 

 プとして、一躍若手トップスターの座に躍り出た。 

 その U-KISS が 2011 年 6 月、avex と手を取り合って本格的な日本活動を始めることを発表。 

 メンバーは「日本に滞在し本格的に活動出来ることが嬉しいです。ファンの皆さんに沢山逢えることも楽し  

 みです！早く日本語を覚えてドームでワンマンライブをするのが夢。」と日本活動への意欲を語る。 

 7 月に実施した『FAN ミーティング』では、全国 3ヵ所 6会場で実施し、約一万人のファンを動員、8月 2 

 4 日には、ライセンスアルバム『Bran New KISS』をリリースし、本国での発売から約 5ヶ月経過している  

 にも拘らず、オリコン・デイリー・チャート初登場 5位(最高位 3位)、ウィークリー・チャート初登場 7 

 位を獲得するなどの活躍をみせている。 

 そして 2011 年 12 月 14 日、満を持しての日本デビュー・シングル｢Tick Tack｣をリリース。 

 新曲発表の度に、より洗練された新たなイメージで私たちを驚かせてくれる U-KISS。 

 果てしない可能性を持つ彼らの今後の活躍から決して目が離せない！！ 


