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  2009年6月17日 

                                                                 タワーレ

タワーレコード 日本上陸 周年 記念施策 

 

ろ

な  

 
 

タワーレコード株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：髙木 哲実）では、1979年に輸入レコードの卸

IC!＝不況、地球温暖化など様々な困難に面して

う店頭施策「タワレコインの日」など

の

  
 

 

 

0周年企画の詳細は、次項からのFACE THE MUSIC詳細をご参照ください。 

 

PRESS RELEASE                                                            （091 ）

コード株式会社 
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TOWER RECORDS 30th anniversary!   FACE THE MUSIC! 
史上初！アーティスト書き下 しによる、「NO MUSIC, NO LIFE. SONGS」限定CD発売 

「30周年記念ライヴ」、「NO MUSIC, NO LIFE? 」ポスターの特別シリーズ企画 
1年間ぶっ通しの店頭企画「タワレコインの日」 
ど音楽と周辺カルチャーを盛り上げる企画続々！

 
 

 

売として日本に上陸して以来30周年を記念し、お客様に感謝の意を込めて6月23日（火）より様々なキャンペーン

や施策を設け、音楽と周辺カルチャーを盛り上げていきます。 

 30周年を迎える今年、タワーレコードでは、「FACE THE MUS

いるこの時代に、音楽と社会の接点、音楽にできることを考える」をテーマに、人気ポスター企画の特別編「30周年

NO MUSIC, NO LIFE?」（＝アーティストが今の時代における自らの音楽観を語る意見ポスター企画）の年間を通

したシリーズ化。多数の人気アーティストが“NO MUSIC, NO LIFE.”をテーマに、それぞれの音楽に対する想いを

書き下ろしたCDを発売するという史上初の企画「NO MUSIC, NO LIFE. SONGS」のシリーズ化や、その参加アー

ティストを中心にした「30th anniversary LIVE」を10月から実施いたします。 

また店頭では、ご利用いただければいただくほどお得になる1年を通して行

特別キャンペーンを実施します。商品企画では30周年記念映画「色即ぜねれいしょん」の主題歌で伝説のバン

ド“村八分”のカバー曲「どうしようかな」や、ファンの間で噂が絶えない“闇のヴァンパイアバンド”「Red Dracul Scar 

Tissue」の限定DVDと限定Tシャツ。WOODSTOCKの限定DVD BOX、クラシックでは指揮者、山田一雄の伝説の

札幌公演を含むベートーヴェン交響曲全集など、様々な世代やジャンルの音楽ファンに向けたタワーレコード限

定商品の発売など、アーティストや音楽メーカー様との良好な関係を基に、タワレコならではの施策、企画で市場

の活性化を目指してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACE THE MUSIC! ～企画意図～ 

面から立ち向かう”という意味。 

コーポレートボイスの下、 

ために 

009年、タワーレコードは今の時代の中に音楽があることの意義を 

“FACE THE MUSIC”は“困難に正

今の時代に音楽と社会の接点はどこにあるのか、 

音楽の役割は何なのか。 

“NO MUSIC, NO LIFE.”の

音楽が気持ちや生活を豊かにする不可欠なものである

私達は改めてこの問いに正面から向き合いたいと思います。 
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音楽はもちろん音楽にまつわる様々なカルチャーを通して提案して 

いきます。 
30th anniversary ロゴマーク
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■ 本件に関するお問合せ先 

報室  担当：谷河（やがわ）、高橋 タワーレコード株式会社 広

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



■ FACE THE MUSIC詳細 ■ 
 

○30周年記念「NO MUSIC, NO LIFE?」ポスター企画 

旬なアーティストと異色なコラボによるポスター企画として1997年にスタートした人気企画“NO MUSIC, NO 

LIFE.”キャンペーン。そのキャンペーンの意見広告版とも言える本企画は、アーティストに、それぞれにとっての

今の時代と音楽との接点、音楽観を語ってもらい、音楽の楽しさや人々の中での役割を表現しているスポット・シ

リーズです。 

30周年の今年は、通常の企画を休止し、このシリーズに特化、様々なアーティストに登場していただきます。

スタートはすでに店頭やその他でも話題となった高橋幸宏＆坂本龍一＆小山田圭吾の3人。その後すでに14

組のアーティストが出演しており、8月（予定）には矢沢永吉の出演も決定しています。 

 

   

 

■2009年6月～8月 掲出予定ポスター/アーティスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ハナレグミ 
COOL WISE MAN 

MONGOL800 
難波章浩 

横山剣（CRAZY KEN BAND）
BLACK EYED PEAS 

矢沢永吉 

 

 

 

 

 

■2009年1月～5月 既出ポスター/アーティスト 
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 ストレイテナー&吉井和哉高橋幸宏 
坂本龍一 

小山田圭吾 

スチャダラパー& 
東京NO.1ソウルセット& 
スライマングース(笹沼)& 

サイプレス上野とロベルト吉野 

凛として時雨&クラムボン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エレファントカシマシ the HIATUS



○「NO MUSIC, NO LIFE. SONGS」   NO MUSIC, NO LIFE.をテーマにした新曲CDシリーズの発売  

これまでにタワーレコードでは、25周年記念として、“こっこちゃんとしげるくん”のユニット名でCoccoと岸田繁

（くるり）による「SING A SONG ～NO MUSIC, NO LOVE LIFE～」、昨年では怒髪天の「NO MUSIC, NO LIFE.」

など、アーティスト自らがNO MUSIC, NO LIFE.のコンセプトに賛同し、この言葉をテーマに書き下ろした楽曲を

タワーレコード限定で発売してまいりました。 

30周年の今年は、8月から約半年の間に今の時代を彩るアーティスト達が、同テーマで、それぞれの音楽へ

の想いを書き下ろした楽曲を、タワーレコード限定のCDシングルとして店頭とオンラインで発売するという史上初

めての企画「NO MUSIC, NO LIFE. SONGS」 を実施します。 

また、年末を目処にこれらの楽曲を集めたコンピレーションアルバムをエイベックス/リズムゾーンより全国発売

する予定です。それぞれの発売時期についてはあらためて発表させていただきます。   

   

  －発売決定タワーレコード限定CDシングル  

「NO MUSIC, NO LIFE. SONGS」シリーズ第一弾 – 

 

① アーティスト：武藤昭平（勝手にしやがれ） 

タイトル：至福の空～～NO MUSIC,NO LIFE.～ 

発売日：8月19日（水） 

発売・販売元：エイベックス・マーケティング株式会社 

価格：\525（税込） 

 

武藤昭平 

② アーティスト：Caravan & Curly Giraffe（キャラバン＆カーリー・ジラフ） 

タイトル：未定 

発売日：8月26日（水） 

発売・販売元：エイベックス・マーケティング株式会社 

価格：\525（税込） 

 

③ アーティスト：the pillows & Ben Kweller（ピロウズ＆ベン・クウェラー） 

タイトル：未定 

発売日：9月2日（水） 

発売・販売元：エイベックス・マーケティング株式会社 

価格：\525（税込） 

Caravan 

 

－その他参加予定アーティスト－※50音＆アルファベット順 

 

大橋トリオ、クラムボン、LOW IQ 01、SOFFet、TRICERATOPS など 

 

 

the pillows  

 

 

 

 

 

 
LOW IQ 01 クラムボン
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○「30th anniversary LIVE」 

  NO MUSIC, NO LIFE.SONGS企画に参加するアーティストを中心に、タワーレコードと縁が深いアーティストたち

による30周年を記念したライヴ・イベントを本年10月～1月にかけて、東京2ヵ所、札幌1ヵ所で開催します。 

○30th anniversary 企画CDの発売 

  30周年を記念したタワーレコード限定のCD、DVDを様々なレーベルとの共同企画によりJ-POPからクラシックま

で、1年を通しジャンルを問わず多数発売していきます。※下記は一部となります。 

 

■ タワーレコード３０周年記念作品『色即ぜねれいしょん』主題歌「どうしようかな」 

タワーレコード独占限定販売 

タイトル：「どうしようかな」 映画『色即ぜねれいしょん』主題歌 

歌：渡辺大知（黒猫チェルシー）、峯田和伸（銀杏BOYZ）、岸田繁（くるり） 

発売日：２００９年７月８日（水） 

価格：\１,０５０（税込） 

発売：UK PROJECT 
※ 「どうしようかな」は映画の舞台である京都で１９７４年当時、絶大なる影響力を誇った日本のロック史

に残る伝説的バンド、村八分のカバー。カップリングは劇中で、ヒゲゴジラ役の峯田和伸が弾き語る
「旅に出てみよう」。 

※ 黒猫チェルシーのボーカルの渡辺大知が映画初出演にして初主演を果した話題の青春音楽映画
「色即ぜねれいしょん」は2009年８月いよいよ全国劇場公開予定。 
出演：渡辺大知（黒猫チェルシー）、峯田和伸（銀杏BOYZ）、岸田繁（くるり）、堀ちえみ、リリー・フラ
ンキー、臼田あさ美、石橋杏奈、他 

 

■ 噂のヴァンパイアバンド「Red Dracul Scar Tissue」 タワーレコード限定DVD＆Tシャツ 

<DVD> 

タイトル：Red Dracul Scar Tissue I 

    アーティスト：Red Dracul Scar Tissue 

   発売日：7月15日（水） 

   価格：\1,300（税込） 

収録予定曲および商品内容：【収録曲】1. 裸母 2.WM  

+ オリジナルマウスパッド 

    発売：A-Sketch 

     

  <Tシャツ> 
「Red Dracul Scar Tissue I」

ジャケット 
  発売予定日：7月30日(木） 

価格：\3,150（税込） 

発売：A-Sketch   

 
※ 昨年11月からflumpool オフィシャルサイトに設けられた闇サイト。そ

の闇のサイト、ある国の地底にある” 裸母湖( ラボコ)” の奥底にあ
るらしい“ 怖乱風流城”で、自由きままな吸血音楽生活を送ってい
た”“Red DraculScarTissue”がいよいよ地上での活動を始めます。
彼らの奏でる “BLOOD( ブラッド) ROCK( ロック) MUSIC( ミュージ
ック)” には純粋な人間であればあるほど惑され、快楽の世界へ引
きずり込まれる力があり、洗脳された人間達は純潔なシモベとして、
また餌として彼らに忠誠を誓い続けるといいます。 

 
Tシャツ デザイン 

 

 

 

 

 

 

 
 Red Dracul Scar Tissue ロゴ 
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■ 初CDシングル化! 昭和を代表する不朽の名作「夜明けのスキャット」 

タワーレコード独占復刻販売 
タイトル： 「夜明けのスキャット」 
歌：由紀さおり 
発売日：2009年7月1日（水） 
価格：\1,000（税込） 
販売：タワーレコード株式会社 
発売：ＥＭＩミュージック・ジャパン 
※ 同７月１日からタワーレコード全店で実施する『オトナのポップ・ミュージック・キャンペーン』と連動、 

30周年記念作品としてタワーレコード独占で初CDシングル化。カップリングには最新アルバム「いき
る」より「夜の果てまで」を収録。 

 
■ ディレクターズカット ウッドストック 愛と平和と音楽の3日間 40周年記念 アルティメット・コレクターズ・エ

ディション タワーレコード独占限定販売BOXセット 
タイトル：①【1,500セット完全数量限定】ディレクターズカット 

 ウッドストック愛と平和と音楽の3日間 40周年記念  
アルティメット・コレクターズ・エディション  
タンバリンBlu-ray BOX 
 

       
②【2,500セット完全数量限定】ディレクターズカット  

ウッドストック愛と平和と音楽の3日間 40周年記念  
アルティメット・コレクターズ・エディションDVD BOX 

 
   発売日：2009年8月5日（水） 

     価格： ①\9,800（税込） 
          ②\7,980（税込） 
     発売： ワーナー・ホーム・ビデオ 
        ※170分にも及ぶ豪華アーティスト達の未収録ライヴを初収録した豪華記念盤。それぞれのBOXにはチ

ケット、ドラフトカード、ノートなど、限定のグッズが付いています。 
 

■ ベートーヴェン: 交響曲全集 / 山田一雄, 矢崎彦太郎, 札幌交響楽団, 他   
タワーレコード企画による復刻CD化。限定発売 

     タイトル： ベートーヴェン: 交響曲全集  
/ 山田一雄, 矢崎彦太郎, 札幌交響楽団, 他   

発売日：2009年7月17日（金） 
価格：\5,800（税込） 
企画・販売：タワーレコード株式会社 
制作・発売：コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社 
音源提供：株式会社エフエム北海道 

      ※山田一雄、最晩年のベートーヴェン／交響曲チクルス、待望の復活です。これは、89年から逝去する
91年まで札幌交響楽団を指揮した伝説のライヴ録音（最後の第九に至っては死の3ヶ月前に行なわ
れたもの）で、“炎の巨匠”の「白鳥の歌」と言うべき貴重な記録です。 

 
■ ユニバーサルミュージック タワーレコード・オリジナル企画盤シリーズ“ヴィンテージ・コレクション”第8弾 

世界初CD化、ドラティ幻の交響曲全集リリース。ベートーヴェン：交響曲全集。 
タイトル： ベートーヴェン: 交響曲全集 - 第1番-第9番  

/ アンタル・ドラティ, RPO, 他 
発売日：2009年6月6日（土） 
価格：\4,200（税込） 
企画・販売：タワーレコード株式会社 
制作・発売：ユニバーサルミュージック株式会社 

        ※ハンガリーの巨匠指揮者の一人であり、作曲家としても活躍したドラティ。 
近・現代作品の演奏において第一人者として高い評価を得ている彼の幻 
の交響曲全集。ファン待望の世界初CD化。 
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○「タワレコインの日」  配布実施期間 2009年6月23日～2010年1月11日間の 

毎月10日、20日、30日およびセール期間 

 施策の中心になるのは、6月23日同日より来年にかけて実施する「タワレコイン」。   

タワレコイン 

これは期間中の10日、20日、30日（セール期間中は毎日）を「タワレコインの日」と 

して、タワーレコード、タワーミニ店頭で3,000円（税込）お買い上げごとに「タワレコ 

イン1枚プレゼントし、 集めた枚数によって（下記）様々な特典と交換できるという 

ものです。 

なお、この「タワレコインの日」は、セール期間（サマーセール6/23～7/12）中に 

限って毎日となるためご利用いただければいただくほどコインをたくさん貯められ、 

お得なサービスをよりお受けいただくことができます。 

 

1枚：Wポイント、2枚：10% OFF、3枚：トリプルポイント    

10枚：3ヶ月有効!Wポイントパス、30枚：1年間有効!Wポイントパス 

 

 

 

 

○30周年記念タワーレコード オリジナルグッズ 

  人気のタワレコグッズ。そのシリーズが30周年の今年はパワーアップし、３０周年記念ロゴ入りの限定商品やコラ

ボレーション商品を、1年を通し多数、店頭、オンラインサイトにて発売していきます。 
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 ①限定タワレコチョロQ（TAKARATOMY）    

    （初代チョロＱ STDサイズ+ちびっ子サイズ2台セット） 

発売予定日：6月30日(火） 

生産台数：3,000台 

販売価格：\1,575(税込） 

 

 

 

 

   ②TOWER RECORDS 30th Anniversary 携帯クリーナー 

発売予定日：6月30日(火） 

販売価格：\500（税込） 
※ 2個入り。携帯電話、CD、DVD、メガネ、カメラなんでも 

拭ける貼ったり剥がしたりできる万能クリーナー。 

      

 

 

 

  ③TOWER RECORDS×mix-style inner headphones（Mix-style社製） 

    発売予定日：7月30日（木） 

販売価格：\2,520 

 

 

 

 

 

※このほかにも、多数生産準備が進んでいます。 


