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PRESS RELEASE 

タワーレコード新宿店 15 周年大感謝祭「15 祭。」 

メインキャラクターに BABYMETAL＆椎名林檎が決定！ 

 

大感謝祭スペシャル「15の夜。」赤坂BLITZにて10/18（金）開催！ 

鬱 P、浮気者（SuG 武瑠）、ニューロティカ、ピエール中野、BABYMETAL 出演 

BABYMETAL DVD『LIVE～LEGEND I、D、Z APOCALYPSE～』タワレコ限定発売！ 

タワーレコード株式会社（本店所在地：東京都渋谷区 代表取締役社長：嶺脇育夫）では、タワーレコード新宿店が

2013 年 10 月 10 日（木）にオープン 15 周年を迎え、同日より 15 周年キャンペーンを実施することが決定いたしました。

このタワーレコード新宿店 15 周年では、“15 才を迎える新宿店から、ライブやイベント、アーティストとのコラボ商品の発

売、店頭キャンペーンなどを通して日頃ご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちをこめたタワーレコード新宿

店 15 周年感謝祭「15 祭。」を、実施いたします。 

 

「15 年祭。」のメインキャラクターには BABYMETAL と椎名林檎の二組が決定。SU-METAL（BABYMETAL）は 15 歳、

椎名林檎は、デビュー15 周年を迎えるこの二組のアーティストが「15 年祭。」に華を添えます。 

 

そして今回、「15 年祭。」第一弾として、BABYMETAL とのコラボレーションならびに記念ライブを発表します。 

まず、BABYMETAL が新宿店 15 周年を記念した BABYMETAL×BEAMS コラボレーションマントストール同梱の

DVD-BOX『LIVE～LEGEND I、D、Z APOCALYPSE～』を 10 月 19 日（土）にタワーレコードおよびタワーミニ全店、タ

ワーレコード オンライン他にて数量限定で発売することも決定。下記、記念イベント会場にて先行発売いたします。 

 

さらに、「15年祭。」を記念して、鬱P、浮気者（SuG武瑠）、ニューロティカ、ピエール中野、BABYMETAL（50音順）の

出演によるライブイベント・タワーレコード新宿店15周年大感謝祭スペシャル「15の夜。」を10月18日（金）に赤坂

BLITZ[チケット代 \3,900（税込）＝サンキュー・感謝プライス]にて開催することも決定しました。 

タワーレコード新宿店では、音楽ファンをはじめご利用いただいています皆様に喜んでいただけるよう「15 年祭。」を

盛り上げてまいります。今後もタワーレコード新宿店 15 周年記念詳細を随時発表いたします。 
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新宿店「15 年祭。」 

BABYMETAL ポスター 
新宿店「15 周年祭。」 

椎名林檎ポスター 
 

 



 

 

■ ライブイベント：タワーレコード新宿店 15 周年大感謝祭スペシャル「15 の夜。」 ■ 

日時：10月18日（金）18:15開場 19:00開演 

出演：鬱 P、浮気者（SuG 武瑠）、ニューロティカ、ピエール中野、BABYMETAL（50 音順） 

会場：赤坂 BLITZ（東京都港区赤坂 5-3-2 赤坂サカス内 http://www.tbs.co.jp/blitz/） 

チケット発売：9 月 28 日（土）より ローソンチケット TEL0570-084-003、e+ http://eplus.jp 

10 月１日（火）より チケットぴあ TEL0570-02-9999 

チケット価格：前売券 \3,900（税込）、当日券 未定  

※ドリンク代別途\500 ※全自由（整理番号付・１F スタンディング） 

問い合わせ：ディスクガレージ TEL050-5533-0888 （平日 12:00～19:00） http://www.diskgarage.com/ 

制作協力：ディスクガレージ、TBS ラジオ 

※5 才以下入場不可 、6 才以上有料となります 
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■鬱 P（うつぴー）･･･主にラウドロック系の VOCALOID オリジナル曲「VOCALOUD」を発表している投稿者で、使用 VOCALOID は初音ミク・鏡

音リン・GUMI。楽曲の特徴としては、【VOCALOID で表現することが難しいとされるラップやシャウト、スクリーム、グロウルなどを多用する過激な

調教】【極端なまでにドロップチューニングされたギター・ベースを軸にした重厚なバッキング】が挙げられる。鬱 P 自身もベース奏者でもあり、楽

曲中のベース（ギターも）は、ほぼ全て本人による演奏である。また歌ってみた・演奏してみた動画や MAD、アレンジ動画なども投稿しており、キ

リンのマスクを被って暴れながら演奏する様は「躁状態の鬱 P」と呼ばれている。 

 

■浮気者（SuG 武瑠）･･･2013 年 9 月に原宿ゲリラライブを敢行し、活動の再開と 12 月 29 日に国立代々木競技場第二体育館でのワンマンライ

ブを発表したヴィジュアル系界の異端"SuG"のフロントマンである武瑠が、本命 SuG を差し置いて様々なクリエーターとコラボレーションするプロ

ジェクト、その名も"浮気者"。tokyo をコンセプトにロックバンドのボーカリストであり、ファッションデザイナー、映像ディレクター、小説家など、様々

な顔を持つ武瑠が満を持して放つ、ソロプロジェクト！ 

 

■ニューロティカ･･･１９８４年結成のパンクバンド。結成当初から自らのレーベルを立ち上げいくつかの作品を発売する。 

初めてのフルアルバム「ハーレム野郎」を発売後、新宿ロフトをはじめ、数々のライブハウスをソールドさせるモンスターバンドへ成長し、“ロフト１

０、０００斬り”“全国ライブハウス１０、０００斬り”シリーズと題した不定期ライブ企画にて、トータル２万人以上の動員を達成するなど、伝説的なライ

ブを現在まで、何度かのメンバーチェンジを経て重ねてきた。現在は、アイドルへの作詞や、楽曲提供なども数多く行い、パンクロックの枠に収ま

りきらぬポップセンスを発揮。来年結成３０周年を迎えるも、いまだフレッシュなそのキャラクターとライブパフォーマンスで様々なジャンルのオー

ディエンスを熱狂させることができる稀有なパンクロックバンドである。 

 

■ピエール中野 

凛として時雨のドラマー。手数、足数を駆使した高度なテクニックと表現力で、豪快かつ繊細な圧倒的プレイスタイルを確立。サブカル的な独自

の視点と卑猥なマイク・パフォーマンスでごく一部のファンから熱狂的な支持を得ている。ドラム・メーカーである TAMA からは、日本人初となる

シグネチャー・ドラム・セット発売、シグネチャー・スネアの予約即完売など、前例のない功績を残した。また、凛として時雨とは別に「CHAOTIC 

SPEED KING」という 3 人組即興ユニットや、ヒップ・ホップ集団「玉筋クール J 太郎」での活動、DJ やコラム連載（リズム＆ドラム・マガジン等）な

ど、ドラマーとしての可能性を模索し、幅広く精力的な活動を展開している。 

 

■BABYMETAL 

2010 年、「アイドルとメタルの融合」をテーマにユニットを結成 。YouTube で公開されたミュージックビデオには「なんじゃこりゃぁあ！！」と衝撃を

受けた多くのコメントと共に海外からのアクセスが殺到し、その存在は日本だけでなく、北米、南米、ヨーロッパ、アジアなど海外にも届くことに。

2012 年 8 月には「SUMMER SONIC 2012」に最年少アーティストとして出演。11 月にはシンガポールのアニメフェスに出演し初の海外公演を行

う。2013 年 1 月にリリースしたメジャーデビューシングル「イジメ、ダメ、ゼッタイ」がオリコンデイリーチャート初登場 5 位、ウィークリーチャート 6 位

にランクイン、2013 年 6 月リリースのメジャー第 2 弾シングル「メギツネ」もオリコンデイリーチャート 2 位、ウィークリーチャート 7 位にランクインし、

デビュー作から 2 作連続で TOP10 入りした。2012 年 10 月渋谷 O-EAST、12 月赤坂 BLITZ、2013 年 2 月 ZEPP TOKYO、6 月 NHK ホールと

ワンマンライブのチケットが立て続けに SOLD OUT し、2013 年 12 月には初のアリーナ公演となる幕張メッセ・イベントホールでのワンマンライブも

決定。アイドルの枠を超え、日本を越えて、BABYMETAL の“メタルレジスタンス”は急速に拡大している。 

BABYMETAL 
ピエール中野 

ニューロティカ 

浮気者（SuG 武瑠） 鬱 P  



 

 

■ BABYMETAL 「LIVE ～LEGEND I、D、Z APOCALYPSE～」商品情報 ■ 

 

タイトル：「LIVE ～LEGEND I、D、Z APOCALYPSE～」 

【DVD-BOX】 

発売日：□10 月 18 日(金) 

タワーレコード新宿店 15 周年大感謝祭スペシャル「15 の夜。」にて先行販売 

     □10 月 19 日(土)より  

タワーレコードおよびタワーミニ全店、タワーレコード オンライン他にて販売 

内容：完全限定生産盤（DVD3 枚組、BABYMETAL×BEAMS コラボレーションマントスト

ール、モノリスカード、黙示録 BOX 仕様）※ライブ映像は Blu-ray と同内容になります 

品番：PPTF-1012  「LIVE ～LEGEND I、D、Z APOCALYPSE～」

DVD ジャケット 

価格：\15,000（税込） 

ご予約：9 月 27 日(金）各店開店時よりご予約受付を開始いたします 

※店舗の開店時間は各店により異なりますのでご注意ください 

※タワーレコード オンラインは、9 月 27 日(金）AM 9:00 より予約開始 

※限定商品となりますので、お一人様 2 個までとさせていただきます。また、規定数に達し次第、

ご予約の受付を終了させていただきますのでご了承ください。 

 

【Blu-ray】 

発売日：11 月 20 日(水）発売 

品番：TFXQ-78112  価格：\7,500(税込) 

内容：全 32 曲、約 179 分収録 ※ライブフォト入りブックレット、初回生産分のみ生写真封入 

取扱い：全国にて販売 

 

 

■ タワーレコード新宿店 ■ 

店舗名：タワーレコード新宿店 

住所：〒116-0022 東京都新宿区新宿3-37-1 フラッグス 7F-10F 

電話：03-5360-7811 

オープン日：1998年10月 

営業時間：11:00～23：00 

店舗面積：1,000 坪 

在庫枚数：約 450,000 枚 

タワーレコード新宿店 URL：http://tower.jp/store/kanto/Shinjuku 

【タワーレコード新宿店】は、新宿ルミネ店（1992 年 11 月オープン）と新宿東口店（1994 年 9 月オープン）を統合移転

改称し新宿駅東南口の商業施設 Flags（フラッグス）の最上階を含む 4 フロアに、新宿エリア最大の CD ショップの大型

店舗として 1998 年 10 月 10 日にタワーレコード新宿店をオープン。 
 
 

「LIVE ～LEGEND I、D、Z APOCALYPSE～」

Blu-ray ジャケット 

■本件に関するお問合せ先■ 
タワーレコード株式会社 広報室 担当：谷河（やがわ）、高橋、松本、伊早坂 
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TEL  03-4332-0705   E-mail   press@tower.co.jp 


