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PUSHIM×韻シストのスペシャルコラボシングルが 

4月 15日（水）タワーレコード限定でリリース!! 

さらにインストアイベントも開催決定!!  
 
タワーレコードの自社レーベル TOWER RECORDS より、PUSHIM と韻シストによるスペシャルコラボシングル

「Don’t stop」（1,111 円＋税）が、4 月 15 日（水）にタワーレコード限定（全国のタワーレコード、タワー

ミニ、タワーレコード オンライン（http://tower.jp））で発売されることが決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タワーレコードの＜歌姫×韻シスト＞コラボレーション企画シリーズの第 2 弾となる今作は、昨年秋にタワ

ーレコードの自社レーベル TOWER RECORDS よりリリースされ、映画「テラスハウス クロージング・ドア」の挿

入歌にも選ばれるなど話題となり、既に完売間近の Chara×韻シストのスペシャルコラボシングル「I don’ t 

know」に続き企画として、関西 NO.1の生音ヒップホップバンドである韻シストからの熱烈なラヴコールにより、

レゲエ・シーン No.1シンガーである PUSHIM とのコラボレーションが実現しました。 

 

「Don’t stop」は全 4 曲収録。タイトル曲でもある「Don’t stop」は、韻シストのスタイリッシュ＆ファン

キーな R&Bトラックに、PUSHIM がエロティックかつソウルフルに歌い上げた、ジャンルを飛び越えた新たなる

クラシックに!! 続く「90’s Nights」は、そのタイトル通り、90s フレイバー全開なリリックとトラックで、

同じ時代を生きたリスナーには共感を、その時代を知らない若い世代にはフレッシュ＆クールな刺激を与える

であろう、韻シストならではの楽曲。 

そして今作のラストに収録されている「Dear-PUSHIM×韻シスト ver-」は、韻シストから PUSHIM への熱望に

より実現した、韻シストが 2013 年にリリースしたアルバム「HIPSTORY」収録曲でもある「Dear」を、今作の為

に新たにレコーディングをし、PUSHIM が歌うという、今回のコラボレーションの中で生まれた奇跡の 1 曲とな

りました。 

さらに、「Don’t stop」オフィシャルトレイラーの公開と、タワーレコード渋谷店、梅田 NU 茶屋町店でのイ

ンストアイベントも決定。3 月 30日（月）からはタイトル曲「Don’t stop」は InterFM にて先行独占オンエア

も決まり話題性も抜群です。 

 

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  

ディストリビューション＆レーベル事業本部 三谷 

TEL：03-4332-0750  Email：smitani@tower.co.jp  

広報室 谷河（やがわ）、伊早坂、松本 

TEL：03-4332-0705  Email：press@tower.co.jp 

mailto:smitani@tower.co.jp
mailto:press@tower.co.jp
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◆PUSHIM×韻シスト「Don’ｔ stop 」概要 

【タイトル】Don’ｔ stop 

【収 録 曲】4 曲 

M1.Don’t stop 

（作詞:SHYOU,BASI,サッコン,PUSHIM / 作曲:韻シスト,PUSHIM / 編曲:韻シスト）  

M2.90’s Nights 

（作詞:SHYOU,BASI,サッコン,TAKU / 作曲:TAKU / 編曲:韻シスト） 

M3.NS5~Interlude~ 

（作曲・編曲:韻シスト BAND） 

M4.Dear -PUSHIM×韻シスト ver- 

（作詞・作曲:SHYOU / 編曲:韻シスト） 

 

タワーレコード限定販売／完全生産枚数限定盤 

7 インチサイズ／紙ジャケット仕様 

    

【発 売 日】4月 15日（水） 

【品  番】TRJC-1040                          （ジャケット画像） 

【価  格】1,111 円＋税 

【レーベル】TOWER RECORDS 

 

4/15（水）リリース  PUSHIM×韻シスト「Don’ｔ stop 」予約受付日：3月 24日（火）15:00～ 

 

◆Don’t stop(オフィシャルトレイラー)※公開日：3 月 24 日（火）15:00～ 

 http://youtu.be/VDdSJKy83LQ 

 

 

◆本人コメント 

「韻シストからのお誘い、歌手冥利に尽きます。 
嬉しかったです。そして同時に、興奮しました。 
この出会いで、まだ自分自身も知らない新しい面が 
見れるんじゃないかと、良い予感が止まりませんでした。 
結果は自分の想像以上でした。 
私の音楽をこんなに愛情深く想ってくれて、楽しくて、おもろい 
韻シストの皆さんから、学びも頂きました。 
また私の良いとこ、引き出してください。 
そして私に無いものを、与えてください。」 
 
Pushim より 

 
「PUSHIM さんは、僕たち韻シストが元々大好きで、 
ツアーの移動中に PUSHIM さんのアルバムを聴いて、 
癒されたり、気持ちを上げていったりと、そういう存在の方だったので、 
このコラボレーション企画の実現の話しを頂いた時は本当に嬉しかったです。 
 
そして、初めてレコーディングで PUSHIM さんとご一緒させて貰った時、 
感動したのは歌が素晴らしいのは勿論、明るくて、優しくて、力強くて、キュートで、、 
僕らが普段聴いていた PUSHIM さんの歌そのままの印象でした。 
 
韻シストが演奏する 90'sライクな R&Bトラックを 
自由に泳ぐ PUSHIM さんの歌声は、ジャンルを越えて、 
まさに PUSHIM印炸裂と言った唯一無二のブランドと確信。 
このコラボレーションが、皆さんにとっての 
新たなるクラッシックになる事を願っております！」          
 
韻シスト SHYOU より  

http://youtu.be/VDdSJKy83LQ
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◆PUSHIM×韻シスト「Don’t stop」リリース記念プレミアムライヴ 概要 

 
[PUSHIM×韻シスト「Don’t stop」リリース記念プレミアムライヴ in Shibuya] 
【日時】4月 17 日（金）20:00スタート 

【会場】タワーレコード渋谷店 1Fイベントスペース 

【内容】フリーミニライブ（フルバンド ver.）/ 握手会 

【参加方法】ご予約者優先でタワーレコード渋谷店／新宿店／池袋店／秋葉原店／横浜ビブレ店の全 5 店舗に

て、 4/15(水)発売(4 月 14日（火）入荷商品)PUSHIM×韻シスト「Don’t stop」（TRJC-1040） をお買い上げい

ただいた方に、先着で握手会参加券を差し上げます。 

握手会参加券をお持ちのお客様は、ミニライヴ終了後にメンバー全員との握手会に参加可能です。 

【対象店舗】タワーレコード渋谷店／新宿店／池袋店／秋葉原店／横浜ビブレ店 

＜問い合わせ先＞タワーレコード渋谷店 03-3496-3661 

 

 

[PUSHIM×韻シスト「Don’t stop」リリース記念プレミアムライヴ in Umeda] 
【日時】4月 24 日（金）20:00スタート 

【会場】タワーレコード梅田 NU 茶屋町店イベントスペース 

【内容】フリーミニライブ（フルバンド ver）/ 握手会 

【参加方法】ご予約者優先で、タワーレコード梅田 NU茶屋町店／梅田大阪マルビル店／難波店の全 3店舗にて、

4 月 15日発売(4月 14 日（火）入荷商品)PUSHIM×韻シスト「Don’t stop」(TRJC-1040)をお買い上げいただい

た方に、先着で整理番号付きイベント参加券を差し上げます。  

整理番号付きイベント参加券をお持ちのお客様は、ミニライヴ終了後にメンバー全員との握手会に参加可能で

す。 

【対象店舗】タワーレコード梅田 NU茶屋町店／梅田大阪マルビル店／難波店 

＜問い合わせ先＞タワーレコード梅田 NU茶屋町店 06-6373-2951 

 

なお、4月 17日(金)に開催される渋谷店でのイベントの模様は、4月 28日(火)22：00からタワーレコードの

ストリーミング配信メディア「TOWER REVOLVE PROJECT（タワレボ）」(http://www.towerrevo.jp/)で配信する

事も決定!!イベントに参加出来ない方は配信でもお楽しみ頂く事が出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tower.jp/store/kanto/Shibuya
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◆PUSHIM プロフィール 

その歌声を聞くと、誰もが“Feel The Soul（＝魂を感じる）”、”Strong Voice!（＝力強い声）”、”One & Only

（＝誰にも真似できない）”…と形容する。そのシンガーの名前は PUSHIM。生まれながらにして、人々を魅了す

る類い稀な歌声を持った彼女は、レゲエ・シーン No.1 シンガーの座を確固たるものにすると同時に、日本の音

楽シーンの中でも希有な存在としてその偉才を発揮している。 

2014年にはメジャー・デビュー15周年のアニヴァーサリー・イヤーを迎え、アーティスト活動に加え、ファッ

ション・ブランドのプロデュースなど更に活躍の幅を広げ続けている。 

 

○LILVE 情報 

3 月 29日（日）AK-69 / HALL TOUR 2015 FOR THE Throne＠大阪オリックス劇場 

5 月 23日（土）、24（日）GREENROOM FESTIVAL'15＠赤レンガ地区野外特設会場 

 

[PUSHIM LIVE TOUR 2015 “PEACE ALIVE”] 

5 月 08日（金）京都 / 京都 MUSE 

5 月 10日（日）愛知 / Zepp Nagoya 

5 月 15日（金）福岡 / Zepp Fukuoka 

5 月 22日（金）札幌 / Zepp Sapporo 

6 月 05日（金）東京 / Zepp DiverCity Tokyo 

6 月 19日（金）広島 / 広島 CLUB QUATTRO 

6 月 21日（日）香川 / 高松 MONSTER 

6 月 26日（金）大阪 / Zepp Namba 

6 月 28日（日）東京 / 柏 PALOOZA 

7 月 03日（金）埼玉 / HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ－3 

7 月 09日（木）宮城 / 仙台 Rensa 

7 月 11日（土）福島 / 郡山 Hip Shot Japan 

7 月 31日（金）富山 / MAIRO 

8 月 02日（日）金沢 / Eight HALL 

・ツアー詳細はオフィシャルサイトにて 

 

<Official HP> http://www.pushim.com 
<Twitter> ＠Pushim_info 

<Facebook> facebook.com/pushim.official 

<オフィシャルファンサイト (スマホ / 携帯)> http://arena.emtg.jp/pushim/ 
 

◆韻シスト プロフィール 

2MCs、Gu、Ba、Dsからなる 5 人組。 生々しく、独創的な音源とライブパフォーマンスに定評がある集団。 1998

年結成当初から大阪を拠点として活動する、日本における HIP-HOP BAND のパイオニア的存在。韻シストとして

活動する傍ら、メンバー個々の活動やアーティストのプロデュースワークなどを活発に行うなど、活躍の場を

広げている。現在 2015年、韻シスト 6枚目の ALを制作中!!!!!!! 

 

○LILVE 情報 

3 月 27日(金) 韻シスト＆#702 CAFE&DINER presents NeghiborFood annex＠#702 CAFE & DINER 

3 月 29日(日) LIFE IS GROOVE x 韻シスト feat. 金子マリ&DAG FORCE＠Blue Note Tokyo 

 

[NeghiborFood] 

東京開催は偶数月第 3 土曜日＠渋谷 LOOP 

大阪開催は偶数月第 4 土曜日＠大阪千日前 100Lounge（味園ビル 2F） 

※イベント詳細はオフィシャルサイトにて 

 

<Official HP> http://www.in-sist.com/ 
<Twitter> ＠insist_official 

https://www.facebook.com/pushim.official

