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タワーレコード横浜ビブレ店 4 月 25 日（金） グランドオープン記念 

 

Gotch（ASIAN KUNG-FU GENERATION）トーク＆アコースティックミニライブ開催決定！ 

ASIAN KUNG-FU GENERATION×タワレコ コラボグッズ発売！ 

 

縁の深いアーティストが多数参加した NO 〇〇〇, NO LIFE?オリジナルポスター登場！ 

期間限定オープニング・キャンペーン 4/25 より開催！ 

タワーレコード横浜ビブレ店では、4 月 25 日（金）のグランドオープンを記念して、Gotch（ASIAN KUNG-FU 
GENERATION）出演による、トーク＆アコースティックミニライブを同日 19:00 より開催いたします。また、ASIAN 
KUNG-FU GENERATION とのコラボグッズの発売や、オープニング・キャンペーンなど“タワヨコ復活”を盛り上げる
様々な企画が決定しましたので、お知らせいたします。 

 
■4 月 25 日（金）Ｇｏｔｃｈ（ASIAN KUNG-FU GENERATION）トーク＆アコースティックミニライブ開催 
オープン当日、Ｇｏｔｃｈ（ASIAN KUNG-FU GENERATION）が登場し、トーク＆アコースティックミニライブで同店の
オープンを盛り上げていただきます。 
 
■ASIAN KUNG-FU GENERATION×タワレコラボ グッズ発売 
タワレコラボでは、アーティストとのコラボレーションにより様々なオリジナルグッズを企画制作し、販売していきます。
そのタワレコラボ第一弾では、同店のオープンを記念して ASIAN KUNG-FU GENERATION とのコラボグッズ（全 8
種）を、タワーレコード横浜ビブレ店をはじめ、10 店舗［渋谷店/仙台パルコ店/広島店/名古屋パルコ店/福岡店/
神戸店/札幌ピヴォ店/新宿店/梅田 NU 茶屋町店］および、タワーレコード オンラインにて 4 月 19 日（土）より発売
します。 
  
■タワーレコード横浜ビブレ店オープン記念 「貴方にとっての“NO 〇〇〇, NO LIFE.”」 
同店オープンを記念して、「貴方にとっての“NO 〇〇〇, NO LIFE.”とは？」と題して、タワーレコードと大変縁の深
いアーティスト［ [Alexandros]/上坂すみれ/KANA-BOON/9mm Parabellum Bullet/Gotch(ASIAN KUNG-FU 
GENERATION) /湘南乃風/SPECIAL OTHERS/細美武士（theHIATUS)/MIGHTY CROWN/ももいろクローバー
Z/山口一郎（サカナクション）/横山剣（クレイジーケンバンド）］など沢山の方にご協力いただき、横浜にちなんだ言
葉や自身にとっての“NO 〇〇〇, NO LIFE. ”をトートバックに書きこんでいただきました。そのトートバッグを同店オ
ープン記念オリジナルポスターとして制作し、オープン当日より店内に掲出します。また、お客様も同様の企画にご
参加いただける「自分だけの“NO 〇〇〇, NO LIFE.”オリジナル・トートバッグを作ろう！」を実施し、コンテストを開
催。優秀作品には豪華プレゼントも差し上げます。 

詳しくはタワーレコード横浜ビブレ店 オープン記念ページをご参照ください 「tower.jp/yokohama-v」 

 
■オープニング・キャンペーン 4 月 25 日（金）より開催 
4 月 25 日（金）より、「メンバーズ限定！ポイント 15 倍！！」や「\300 OFF レシートクーポン プレゼント！」、「輸入盤
SUPER PRICE\1,400＋税！」など、オープンを記念してお得なキャンペーンを開催します。 
 
※詳細は次頁をご参照ください 
 
タワーレコード横浜ビブレ店では、アーティストや音楽ファンの皆さまと一緒に、音楽シーンを盛り上げてまいりま

す。 

Ｇｏｔｃｈ 

（ASIAN KUNG-FU GENERATION） 

 

 

 

 

 

 

 

 タワーレコード横浜ビブレ店オープン記念 

アーティスト直筆トートバック ポスター 
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■ Gotch（ASIAN KUNG-FU GENERATION）タワーレコード横浜ビブレ店 オープン記念イベント概要 ■ 

 

【イベント名】『Gotch（ASIAN KUNG-FU GENERATION） ソロアルバム「Can't Be Forever Young」発売記念 

＆タワーレコード横浜ビブレ店 オープン記念 トーク＆アコースティックミニライブ』 

【開催日時】4 月 25 日（金）19:00～ 

【出演】Gotch（ASIAN KUNG-FU GENERATION） 

【内容】トーク＆アコースティックミニライブ 

【会場】タワーレコード横浜ビブレ店 イベントスペース 

【参加方法】4 月 25 日(金)11 時～タワーレコード横浜ビブレ店にて、下記対象商品を合計￥2,000（税込）以上お買い

上げの方に先着で、整理番号付き「優先エリア入場券」を差し上げます。（整理番号はランダム配布） 

【対象商品】①Gotch 4/19 発売アルバム「Can't Be Forever Young ［2LP+CD］」 

②Gotch 3/12 発売シングル「Wonderland/不思議の国」 ［7inch+CD］ 

③ASIAN KUNG-FU GENERATION 4/19 発売「崩壊アンプリファー」［LP］ 

④ASIAN KUNG-FU GENERATION×TOWER RECORDS コラボグッズ［オリジナルレコードプレーヤー、

アナログ収納コンテナ、トートバッグ、マグカップ、クリアファイル、ボールペン］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「Wonderland/不思議の国」 ［7inch+CD］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イベント詳細】タワーレコード横浜ビブレ店 HP  http://tower.jp/store/kanto/YokohamaVIVRE 

 

【お問い合わせ】タワーレコード横浜ビブレ店 TEL045-412-5601 （営業時間 11:00～22:00） 

※4 月 25 日(金)より前のお問い合わせには、ご対応出来ません。予めご了承ください 

※上記対象商品を合計\2,000 以上（税込）のお会計１回につき、整理番号付き「優先エリア入場券」を１枚、お１人様

１枚までの配布となります 

 

 

「Can't Be Forever Young」［2LP+CD］ 

タイトル：アルバム「Can't Be Forever Young」［2LP+CD］ 

発売日 4 月 19 日（土） 

品番：ODJP-0001 

レーベル：only in dreams 
 

タイトル：シングル「Wonderland/不思議の国」 ［7inch+CD］ 

発売日：3 月 12 日（水） 

品番：ODEP-004 

レーベル：only in dreams 

「崩壊アンプリファー」［LP］ 

 

タイトル：「崩壊アンプリファー」［LP］ 

発売日：4 月 19 日（土） 

品番：SPJL-001 

レーベル：Spectrum Management 
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■ タワーレコード横浜ビブレ店 オープン記念イベント 概要 ■ 

●日時：4 月 25 日(金) 19:00～ ※要参加券 

イベント名：『Gotch（ASIAN KUNG-FU GENERATION） ソロアルバム「Can't Be Forever Young」発売記念 

＆タワーレコード横浜ビブレ店 オープン記念 トーク＆アコースティックミニライブ』 

会場：タワーレコード横浜ビブレ店 イベントスペース 

 

●日時：4 月 26 日(土) 20:00～ ［観覧フリー］ 

イベント名：「キム兄弟」ライブ＆サイン会  

会場：タワーレコード横浜ビブレ店 イベントスペース 

 

●日時：4 月 29 日(火・祝)19:00～ ［観覧フリー］ 

 イベント名：「Saku」ミニライブ＆サイン会 

会場：タワーレコード横浜ビブレ店 イベントスペース 

 

●日時：4 月 30 日(水)19:30～ ［観覧フリー］ 

イベント名：「Sacra」ミニライブ＆サイン会 

会場：タワーレコード横浜ビブレ店 イベントスペース 

 

●日時：5 月 1 日(木)19:00～ ［観覧フリー］ 

イベント名：「勝田一樹（DIMENSION)」ミニライブ＆サイン会 

会場：タワーレコード横浜ビブレ店 イベントスペース 

 

●日時：5 月 3 日(土・祝) 13:00～ ※要 参 加 券  参 加 券 の配 布 は終 了 しております 

イベント名：「AKIHIDE」 書 籍 『Li fe  Book』発 売 記 念 サイン会  

会場：タワーレコード横浜ビブレ店 イベントスペース 

 

●日 時 ：5 月 4 日 (日 )15:00～ ※要参加券 参加券の配布方法等詳細はアーティスト公式ＨＰにてご確認ください 

イベント名：「武藤彩未」 スペシャルトークイベント 

会場：タワーレコード横浜ビブレ店 イベントスペース 

 

●日時：5 月 4 日(日)19:30～ ※要参加券 参加券の配布方法等詳細はアーティスト公式ＨＰにてご確認ください 

イベント名：「koma'n」メジャーソロミニアルバム「Pastel Penguin」リリース記念ミニライブ＆握手会 

  会場：タワーレコード横浜ビブレ店 イベントスペース 

 

●日時：5 月 5 日(月・祝) 12:00～ ※要参加券 参加券の配布方法等詳細はアーティスト公式ＨＰにてご確認ください 

イベント名：「拝啓、ツラツストラ」発売記念「たなしん（グッドモーニングアメリカ）」一日店長イベント 

会場：タワーレコード横浜ビブレ店 イベントスペース 

 

●日時：5 月 6 日（火・祝）①15:30～ ②17:30～ ［観覧フリー］  

 イベント名：「Doll☆Elements」ミニライブ+特典会 特典券の配布方法等はアーティスト公式 HP にてご確認ください 

会場：横浜ビブレ屋外特設ステージ（雨天決行・荒天中止） 
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■ASIAN KUNG-FU GENERATION×タワレコラボ グッズ 概要 ■ 

 

「タワレコラボ」では、アーティストとのコラボレーションにより様々なオリジナルグッズを企画制作し、販売していきます。

そのタワレコラボ第一弾では、タワーレコード横浜ビブレ店のオープンを記念して ASIAN KUNG-FU GENERATION と

のコラボグッズを発売します。ASIAN KUNG-FU GENERATION のトレードマークがプリントされたオリジナルグッズ全 8

種をタワーレコード限定で発売します。 

 

＜オリジナルレコードプレーヤー BLACK/WHITE＞ 

お手持ちのコンピュータと USB を接続するだけで、古くなったレコードをデジタルデータに変換、CD-R で永久保存が

でき、携帯音楽プレーヤーで楽しむことができる万能なポータブルレコードプレイヤー。 

 

 

 

 

 

 

 

品名：オリジナルレコードプレーヤー BLACK 

発売日：4 月 19 日（土） 価格：¥15,555+税 

取扱い：タワーレコード渋谷店/仙台パルコ店/広島店/名古屋パルコ店/福岡店/神戸店/札幌ピヴォ店/新宿店/

梅田 NU 茶屋町店/横浜ビブレ店［4 月 25 日（金）～］/タワーレコード オンライン 

 

品名：オリジナルレコードプレーヤー WHITE 

発売日：4 月 25 日（金） 価格：¥15,555+税 

取扱い：タワーレコード渋谷店/仙台パルコ店/広島店/名古屋パルコ店/福岡店/神戸店/札幌ピヴォ店/新宿店/

梅田 NU 茶屋町店/横浜ビブレ店/タワーレコード オンライン 

 

＜アナログ収納コンテナ＞ 

軽量でコンパクトに折りたたむことができ、レコードの他にも様々なものを収納できる優れもの。 

（レコード約 80 枚を収納可能） 

 

 

 

 

 

 

 

品名：アナログ収納コンテナ  

発売日：4 月 19 日（土） 価格：¥3,685+税 

ボディカラー：白 サイズ：縦 370mm×横 370mm×高さ（組立時：330mm 折畳時：80mm） 

取扱い：タワーレコード渋谷店/仙台パルコ店/広島店/名古屋パルコ店/福岡店/神戸店/札幌ピヴォ店/新宿店/

梅田 NU 茶屋町店/横浜ビブレ店［4 月 25 日（金）～］/タワーレコード オンライン 

 

＜トートバック＞ 

オリジナルロゴ入り、たっぷり入る定番トートバック。使い勝手がよく、 

ライブやデイリー使いにもおススメ。 

 

 

 

 

 

 

品名：トートバック 

発売日：4 月 25 日（金）  

価格：¥1,850+税  

カラー：ネイビー  

サイズ：高さ 35cm 幅 39cm 奥行き 10cm 内容量約 13L 

素材：綿 100% キャンバス 

取扱い：タワーレコード横浜ビブレ店/タワーレコード オンライン 
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＜マグカップ BLACK/WHITE＞ 

アウトドアでの使用に最適な保温と保冷に優れたダイネックス社のマグカップ。ご家庭や職場でもオールシーズン使え

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

品名：マグカップ BLACK/WHITE 

発売日：4 月 25 日（金） 

価格：¥1,500+税 

サイズ：直径 80mm×高さ約 90mm 容量：約 236ml 重量：約 80g 耐熱温度：120℃ 素材：ポリプロピレン  

取扱い：タワーレコード渋谷店/仙台パルコ店/広島店/名古屋パルコ店/福岡店/神戸店/札幌ピヴォ店/新宿店/

梅田 NU 茶屋町店/横浜ビブレ店/タワーレコード オンライン 

 

＜A4 クリアファイル＞ 

使いやすい定番の A4 クリアファイル。春らしい色合いで気分も盛り上がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ボールペン＞ 

オリジナルロゴプリント仕様。リフトクリップ方式で便利です。 

 

 

 

 

 

 

品名：ボールペン 

発売日：4 月 25 日（金） 

価格：¥230+税 

種類：油性ボールペン 

ペン先：細字 0.7mm ボール 

方式：ノック式 

インキ色：黒 

取扱い：タワーレコード渋谷店/仙台パルコ店/広島店/名古屋パルコ店/福岡店/神戸店/札幌ピヴォ店/新宿店/

梅田 NU 茶屋町店/横浜ビブレ店/タワーレコード オンライン 

 

 

 

■ASIAN KUNG-FU GENERATION×タワレコラボ グッズ詳細 http://tower.jp/towerecollabo 
 

 

品名：A4 クリアファイル 

発売日：4 月 25 日（金） 

価格：¥300+税 

サイズ：横 220×縦 310mm(A4 サイズ） 

取扱い：タワーレコード渋谷店/仙台パルコ店/広島店/名古屋パルコ店/

福岡店/神戸店/札幌ピヴォ店/新宿店/梅田 NU 茶屋町店/横浜ビブレ店/

タワーレコード オンライン 



 

タワーレコード横浜ビブレ店 オープンニングキャンペーン概要 ■ 

 

期間：4 月 25 日（金）～5 月 6 日（月・祝） 

 

内容：①「メンバーズ限定！ポイント 15 倍！！」 

期間中、ポイントが15倍になるタワーレコード・メンバーズの方だけのお得なサービス！ 

当日の入会でも OK！/メンバーズでない方も、期間中はポイント 10 倍！になります。 

 

     ②「自分だけの“NO 〇〇〇, NO LIFE.”オリジナル・トートバッグを作ろう！」 

期間中、\2,000（税込）以上お買上げの方に、各日先着 500 名様にトートバッグを差し  

上げます。“NO 〇〇〇, NO LIFE.”の〇の部分に、好きな言葉を書き込んで、オリジ 

ナルのトートバッグを作ろう！また、「貴方にとっての“NO 〇〇〇, NO LIFE.”とは？」 

コンテストも実施し、優秀作品には豪華プレゼントを差し上げます。 

詳しくはタワーレコード横浜ビブレ店 オープン記念ページをご参照ください 「tower.jp/yokohama-v」 

 

③「\3,000（税込）以上お買い上げで、\300 OFFレシートクーポン プレゼント！」 

期間中、\3,000（税込）以上お買い上げいただいた方に、\300OFF になるクーポンを差し上げます。 

 

④「輸入盤SUPER PRICE\1,400＋税！」 

期間中、最新ヒット輸入盤が期間限定の特別価格\1,400＋税でお買い求めいただけます。 

 

 

 

■ タワーレコード横浜ビブレ店 店舗概要 ■ 

店舗名：タワーレコード横浜ビブレ店 

住所：〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-15-13 横浜ビブレGF 

グランドオープン日：4月25日（金） 

営業時間：11:00開店 22:00閉店  

 

 

 

 

 

 

 

 

■タワーレコード横浜ビブレ店 オープン記念キャンペーン詳細  http://tower.jp/yokohama-v 
 
■タワーレコード横浜ビブレ店 HP http://tower.jp/store/kanto/YokohamaVIVRE 

Twitter https://twitter.com/TOWER_Yokohama 
LINE @toweryokohama-v 
Facebook https://www.facebook.com/tower.yokohama 

 

 

 
■ 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）、松本、伊早坂 
TEL  03-4332-0705   E-mail   press@tower.co.jp 
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