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（18037） 

     2018 年 5 月 23 日 

タワーレコード株式会社 

PRESS RELEASE 

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 谷河（やがわ）、松本、寺浦  

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

ソロデビュー15 周年の吉井和哉と 

TOWER RECORDS CAFE がコラボ！ 
『Kazuya Yoshii 15th Anniversary‐Let’s Go Oh! Honey CAFE‐』 

札幌・渋谷・梅田の３カ所にて、5 月 29 日より開催決定！ 

 

タワーレコードでは、吉井和哉のソロデビュー15 周年を記念して、コラ

ボカフェ“吉井和哉 × TOWER RECORDS CAFE 「Kazuya Yoshii 15th 

Anniversary - Let’s Go Oh! Honey CAFE ‐」”を、5 月 29 日（火）から

全国 3 カ所で開催します。 

期間中、吉井和哉オリジナルラベルビールの販売やコラボメニューの提

供、コラボグッズの販売、大型スクリーンでの映像放映などで、TOWER 

RECORDS CAFE を吉井和哉一色に染め上げます。今回、ここでしか手に

入らない、カフェ利用者特典も実現。 

また、TOWER RECORDS CAFE 店内では、来月発売予定のライブ

Blu-ray ボックス「1228」に封入される「92P ブックレット」の中から一

部の写真をいち早くご覧いただける、先行公開写真展も開催。ブックレッ

ト撮影を手掛けたのは、日本で唯一の THE ROLLING STONES オフィシ

ャルフォトグラファーとして国内外に知られる有賀幹夫氏。ファンならず

とも貴重な写真展となります。 

吉井和哉は、6 月 6 日（水）にライブ Blu-ray ボックス「1228」、6 月

13 日（水）にアニバーサリーアルバム「SOUNDTRACK ～

Beginning & The End～」をリリース。6 月 12 日（火）から全

国ツアー「Kazuya Yoshii 15th Anniversary Tour 2018 -Let's Go Oh! Honey-」もスタートする吉井

和哉の 15 周年を、タワーレコードが更に盛り上げます！ 

 

＜開催期間＞※全店共通  

5 月 29 日（火）～6 月 24 日（日） 

○第 1 弾：5 月 29 日（火）～6 月 11 日（月） 

アルバム「at the BLACK HOLE」～「Hummingbird in Forest of Space」

期の楽曲からインスパイアされたメニューをご提供。 

店内映像/BGM も同時期の TOUR 映像/音源を ON AIR！  

○第 2 弾：6 月 12 日（火）～6 月 24 日（日） 

アルバム「VOLT」～現在の楽曲からインスパイアされたメニューをご提供。

店内映像店内映像/BGM も同時期の TOUR 映像/音源を ON AIR！ 

『Kazuya Yoshii 15th Anniversary‐Let’s Go Oh! Honey CAFE‐』 
コラボ・キービジュアル 

mailto:press@tower.co.jp
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＜開催店舗＞ 

 北海道  

TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店 

【営業時間】10 時～20 時（L.O.19 時） 

【住所】北海道札幌市中央区南 2 条西 4 丁目ピヴォ 5F 

【HP】TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店サイト http://tower.jp/restaurants/cafe/sapporopivot 

【TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店 Twitter】https://twitter.com/trc_sapporopv 

 

 東京  

TOWER RECORDS CAFE 渋谷店 

【営業時間】10 時～22 時（L.O.21 時） 

【住所】東京都渋谷区神南 1-22-14 タワーレコード渋谷店 2F 

【HP】TOWER RECORDS CAFE 渋谷店 http://tower.jp/restaurants/cafe/shibuya 

【TOWER RECORDS CAFE 渋谷店 Twitter】https://twitter.com/trc_shibuya 

 

 大阪  

TOWER RECORDS CAFE 梅田 NU 茶屋町店 

【営業時間】11 時～22 時（L.O.21 時） 

【住所】大阪府大阪市北区茶屋町 10-12 NU chayamachi 6F 

【HP】TOWER RECORDS CAFE 梅田 NU 茶屋町 http://tower.jp/restaurants/cafe/umedanuchayamachi 

【TOWER RECORDS CAFE 梅田 NU 茶屋町店 Twitter】https://twitter.com/TRC_NUchaya 

 

★TOWER RECORDS CAFE 福岡天神店★ 

テイクアウトのドリンクメニューを一部、ご提供します。（対象メニューは後述。） 

【HP】TOWER RECORDS CAFE 福岡天神店  http://tower.jp/restaurants/cafe/fukuokatenjin 

 

※コラボメニューは店内でのみ、ご注文いただけます。 

※混雑時は時間制限および整理券配布をさせていただく場合がございます。 

※開催期間中のご予約は承っておりません。 

※天災や災害、トラブル等により、内容の変更または中止となる場合がございます。 

※上記記載内容は予告なく変更・追加される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

http://tower.jp/restaurants/cafe/sapporopivot
https://twitter.com/trc_sapporopv
http://tower.jp/restaurants/cafe/shibuya
https://twitter.com/trc_shibuya
http://tower.jp/restaurants/cafe/umedanuchayamachi
https://twitter.com/TRC_NUchaya
http://tower.jp/restaurants/cafe/fukuokatenjin
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＜特典＞ 

ポストカード① 

コラボメニュー１品ご注文につき、ポストカードを 1 枚差し上げます。 

※第 1 弾と第 2 弾で、ポストカード絵柄が異なります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポストカード② 

フード、スィーツ、ドリンクの 3 点セットをご注文の方に、

『1228』特製ポストカードを差し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

コースター 

ご来店（カフェご利用）のお客様に 1 枚コースターを 

差し上げます。 

 

 

 

 

 

 

※すべての特典は先着でのお渡しにて、無くなり次第終了となります。 

第 1 弾 第 2 弾 
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＜メニュー＞※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 

☆SPECIAL MENU☆ 

「Kazuya Yoshii 15th Anniversary -Let’s Go Oh! Honey CAFE-」コラボビール：1,000 円 

★福岡天神店対象★ 

第 1 弾コラボビールの販売開始日は未定となっております。詳細は追って各種 WEB にて発表致します。 

※第 1 弾と第 2 弾で、ラベル絵柄が異なります。 ※第 1 弾のビールは開催中、通期で販売します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆MENU☆ 

■第 1 弾メニュー 

吉井和哉のアルバム「at the BLACK HOLE」～「Hummingbird in Forest of Space」期の各作品の楽曲・

歌詞よりインスパイアされたメニューをご提供します。 

 

 

【FOOD】 

SIDE BY SIDE『at the BLACK HOLE』(YOSHII LOVINSON) 

：1,500 円 

吉井和哉は真っ赤なライトが似合うのは周知の事実だが、この曲があの

ライブがそれを更に証明してくる。鋭利な喫茶店で真っ赤な中身が出て

いるスィーツベーコンエッグサンドを。これからも真っ赤でいて下さい。 

※店内は禁煙です。 

第 1 弾 第 2 弾 

販売開始予定日：未定 販売開始予定日：6 月 12 日（火） 
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NATURALLY 『WHITE ROOM』(YOSHII LOVINSON)：1,100 円 

あれとこれのいいところだけ足した品種改良のバラのナチュラルなサラ

ダ（生ハムとルッコラ）。あくまでも個人的に大フェイヴァリットなフレ

ーズ「ぶきっちょでまっすぐはいいんじゃない」をチュロスで表現。こ

こまでいうかの名言多数の名曲です。 

 

 

 

FOR ME NOW 『WHITE ROOM』(YOSHII LOVINSON)：100 円 

「いただきます、ごちそさま...」お口直しに一緒にチョコをほおばりましょう。 

※特典は対象外です。 

 

 

BEAUTIFUL 『39108』：1,500 円 

5th シングル。「コンビニの菓子パンでいいじゃないか」...このロッカバ

ラードにこのフレーズ入れるって本当に素敵ですよね。ミニクロワッサ

ンとチキンとたまごの彩り BEAUTIFUL なパワーサラダ。「君の横顔は

BEAUTIFUL...」いい歌詞ですね。高橋栄樹監督の PV も BEAUTIFUL で

すね。 

 

 

ワセドン 3 『Hummingbird in Forest of Space』：20 円 

「ピーナッツピーナッツピーナッツ...」 ピーナッツです。 

※特典は対象外です。 

 

 

【SWEETS】 

TALI 『at the BLACK HOLE』(YOSHII LOVINSON)：1,100 円 

記念すべきソロデビュー1stシングルにしてソロ史上に残る名曲から、積

もうね積もうねしてオレンジ色になっちゃったスィーツです。足りない

もの（活動休止）を求めて先行試聴をパソコンの前で心待ちにしたこと

も今や幸せな想い出ぃです。 
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LIVING TIME 『39108』：1,100 円  

“人それぞれのMy Way“~コレ~”LONELY”の 3 曲の流れ...答えを求め彷

徨いながらも吉井和哉（名義も）が帰ってきた瞬間でした。ホイップ多

めのパンケーキをひとついかがですか。「あとやけどしそうに熱いコーヒ

ー」セットは＋400 円でオーダー可能（可能）。 

 

 

HOLD ME TIGHT 『39108』：250 円 

「ヒヤリと冷たいアイスです。」スプーンまでヒヤリと冷たいです。 

※特典は対象外です。 

 

 

 

【DRINK】 

スティルアライヴ 『TALI』：600 円 ★福岡天神店対象★ 

「ビールの泡のように最後は消える...」ビールです。ライブバージョン圧巻です。 

 

RAINBOW 『WHITE ROOM』(YOSHII LOVINSON) ：750 円 

★福岡天神店対象★ 

ジョシュ・フリーズのドラムに「あの日満ち足りて」しまいました。七色で人

の心誘うレインボウ色にペイントしたオリジナルカクテル。 

※アルコール、ノンアルコールがお選びいただけます。 

 

 

 

 

トブヨウニ 『WHITE ROOM』(YOSHII LOVINSON) ：750 円 

★福岡天神店対象★ 

ソロ 3rd シングルにして AL KOOPER ばりの「BABY~！」に一撃された当時。

「目を覚ませピンク」なオリジナルカクテル。「なくしてしまったものなら急に

帰ってくること」はあるんです。カップリングの”BLOWN UP CHILDREN“も吉

井和哉にしか作り得ない名曲。 

※アルコール、ノンアルコールがお選びいただけます。 
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MY FOOLISH HEART 『BEAUTIFUL』 ：980 円 

グラム・パーソンズを彷彿させる名曲。本当にいい曲です。「さざめくよ

うな心の中あなたに出会ったんだ」「想いが冷めないうちに...」いいフレ

ーズです。想いが冷めないエスプレッソです。441108 を綴ったカップは

クッキーで食べられます。 

※カフェレジにて器のクッキーカップ（ECOPRESSO \650+税）の販売

もございます。 

 

 

 

Do The Flipping 『Hummingbird in Forest of Space』：700 円 

「今日は軽めにテキーラを...」テキーラです。ライブのオープニングのシルエットかっこよかったな。自由

がトリッピン。 

 

 

LET’S GO OH HONEY Latte：700 円 ★福岡天神店対象★ 

吉井和哉 15 周年を祝したオリジナルラテ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第 2 弾メニュー 

吉井和哉のアルバム「VOLT」～現在の各作品の楽曲・歌詞よりインスパイアされたメニューを提供します。 

※詳細は後日各種 WEB にて発表します。
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＜吉井和哉 × TOWER RECORDS  コラボグッズ販売＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※こちらは、全てイメージ画像です。デザイン、仕様が変更になる場合があります。予めご了承下さい。 

 

【商品内容（上左から右へ）】※価格は全て税込です。 

・吉井和哉 × TOWER RECORDS A4 クリアファイル 

価格：324 円 

・吉井和哉 × TOWER RECORDS ファスナーファイル（B6 サイズ） 

価格：864 円 

・吉井和哉 × TOWER RECORDS ビアグラス 

価格：1,620 円 

・吉井和哉 × TOWER RECORDS ランチョンマット（フォーク＆スプーン付き） 

価格：1,836 円 

・吉井和哉 × TOWER RECORDS モバイルバッテリー 

価格：3,240 円 

・吉井和哉 × TOWER RECORDS アクリルスライドミラー 

価格：1,080 円 ※6 月 1 日（金）発売予定 

・吉井和哉 × TOWER RECORDS アクリル時計 

価格：3,780 円 ※6 月 9 日（土）発売予定（イメージ画像なし） 



9 

 

【発売日】 

5 月 29 日（火）10 時より順次、発売予定。 

※商品によって発売日が異なる可能性がありますので、予めご了承ください。 

※詳しいグッズ情報や発売日程については、決定次第、下記タワーレコード オンラインページ特設ページに

て発表致します。 

オンラインページ特設ページ：http://tower.jp/kazuya_yoshii 

 

【取扱店舗】 

タワーレコード札幌ピヴォ店、渋谷店、梅田 NU 茶屋町店、TOWER RECORDS CAFE 福岡天神店、タワー

レコード オンライン 

 

 

※商品はいずれも数量限定です。先着でのご購入にて、無くなり次第終了となります。 

※店舗および TOWER RECORDS CAFE、タワーレコード オンラインでの予約受付（WEB 予約、電話予約、

店頭予約）は承っておりません。 

※発売日以降、店舗および TOWER RECORDS CAFE では店頭販売のみとなります。商品取置き（WEB 取

置き、電話取置き、店頭取置き）は承っておりませんので予めご了承下さい。 

※お 1 人様あたりの購入可能数を制限させて頂く場合もございます。 

※上記記載の内容は予告なく変更・追加される場合がありますので、予めご了承ください。 

http://tower.jp/kazuya_yoshii

