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タワーレコード新宿店で、いま最もオススメしているアーティスト・ 

大展開している CD など他では行っていないキャンペーンやイベント情報を、 

「タワーレコード新宿店ニュース」として毎週お届けいたします。 

新宿だから流行っている CD、音楽市場と時事情報にともなって嗜好も日々変化しています。 

タワーレコード新宿店ニュース 30 

そんな流行や変化に敏感な新宿店の文化をウィークリーでご紹介します。 

  

タワーレコード新宿店ウィークリー情報（10/20-10/26） 

 

新宿店で開催しているキャンペーン！ 

●キノコホテル「クラダ・シ・キノコ」発売記念！パネル展です。 
タワレコ新宿大プッシュ中のキュートなガールズバンドによる“幻の 1ＳＴアルバムリリース”記念！ 

４人のキュートな写真を展示中！ 抽選でパネルも当たっちゃいます！ 

さらにはキノコホテル好きにお送りする「タワレコ新宿的ガールズバンド企画」も大展開！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新宿店 NEWAGE バイヤーが選曲・監修を行ったコンピレーション、最新作！ 

ポスト・クラシカルコンピ第 2 弾！ 
新しい癒しの形としても、部屋でまどろむ BGM としても「ポスト・クラシカル」のご提案。 

当店NEWAGEバイヤーが選曲・監修を行い、シリーズ合計10,000枚の売上を誇るコンピレーションシリーズの最新作

『Variations of Shade 』がいよいよ発売。 

エレクトロニカ以降の現代的感性と、弦・ピアノなどクラシック楽器を多用した新時代のアコースティックミュージックと

して今最も注目されるジャンルです！ 

新宿店では「新宿流、秋はポストクラシカル」と題して、オススメ、関連タイトルを合わせてご紹介。 

 

 
新宿店 NEWAGE バイヤーが選曲・監修を

行った『Variations of Shade 』、 

「新宿流、秋はポストクラシカル」コーナー 

 

 

 

● SION デビュー25 周年記念パネル展開催！ 

25 周年記念オリジナル・アルバム「燦燦と」発売を記念しましてパネル展を開催しています。 

また、「燦燦と」購入者先着で応募ハガキを差し上げ、応募抽選でサイン入りパネルをプレゼントいたします！ 

展示期間：10/19（火）～11/1（月） 展示場所：7F 

 

 

 SION デビュー 
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25 周年記念パネル展 

（7F フロア） 
 

 

 

 SION「燦燦と」 コーナー （7F フロア） 

キノコホテル「クラダ・シ・キノコ」発売記念 パネル展 

（7F フロア） 
キノコホテル「クラダ・シ・キノコ」 コーナー 

（7F フロア） 



 

新宿店アニメ専門コーナー（10F フロア） 今週のニュース 

●「アマガミ SS」コラボ始動！タワレコ新宿アニメコーナーの新エプロンキャラは「七咲逢」ちゃん！ 

オープニングを歌う azusa によるインストアイベントも決定しました！ 
新宿アニメコーナー名物、タワレコエプロンシリーズに新人が加入しました！「アマガミＳＳ」で現在大活躍中の七咲逢

ちゃんがアルバイトスタッフとして 10/19（火）より 10Ｆにて大活躍しています！ 

そしてそんな「アマガミ SS」×「タワレコ新宿」コラボとして OP を歌う azusa によるインストアイベントも決定！ 

10/23（土）20：00 よりタワレコ新宿 7Ｆイベントスペースにてミニライブ＆サイン会（サイン会参加券は 10/20 発売

azusa「君のままで」ご購入者に先着配布）を行ないます。 

 

 

 

 

 

 

 

●CooRie 5th アルバム「Heavenly Days」発売記念インストアイベントやります！ 
アニメファンならずともぜひ聴いて頂きたい！森ガールＣooRie の記念すべき 5ｔｈアルバム発売を記念してのインスト

アライブが決定！11/27(土)12：00～タワレコ新宿７Ｆイベントスペースにて。日程はまだまだ先だがサイン会参加券

は先着なので 10/20 発売の「Heavenly Days」はお早めにゲットしてください！ 

 

●ウィッチーズ三度（みたび）新宿店上空にて作戦開始！！タワレコ新宿限定トレカ第 2 弾です！！ 
「ストライクウィッチーズ 2 エンディングテーマコレクション“Over The Sky”」発売記念！ 

前回も大好評だったタワレコ新宿バージョントレカ第２弾が今週より引換可能になっています！9 月 22 日発売  

「ストライクウィッチーズ 2 オリジナルサウンド・トラック」を新宿店でご購入の際にお渡しした引換券をお持ちになり、

「エンディングテーマコレクション」を 10/19（火）よりご購入の方に今回はサーニャのタワレコ新宿限定トレカを差し上

げます！引換券もまだまだ配布中！ 

 

 

 

 

 

 

 

新宿店 K-POP コーナー(7F フロア) 今週のニュース 新宿店の K-POP コーナー(7F)が大人気！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新宿店 今週のイチオシ大展開 
 

 

 

 

 

 
 

 

今週新宿店がオススメするのは･・・「K-POP LOVERS」 K-POP の話題盤 130 タイトルが大展開！ 
５月に行なわれ大好評だったキャンペーン第二弾がついに開始！KARA 少女時代のブレイクで今もっとも注目

を集める K-POP の話題盤 130 タイトルを大展開！ 対象商品お買い上げの上、応募抽選でアーティスト・グッズ

をプレゼント！ さらに輸入盤はスペシャル・プライスで販売！ 

『少女時代/GEE』 
韓国で社会現象にまでなったアノ曲がついに日本語でリリース！前作『GENIE』同様、楽曲のクオリティはもちろ

ん PV の完成度の高さは文句なし！今回も新宿店ではポスター展と等身大パネルが皆様をお迎え致します。 

『GAIN/STEP 2/4』 
小生意気ダンスで日本でも現在ブレイク中の BROWN EYED GIRLS の末っ子 GAIN が NARSHA に続きソロ・デビ

ュー！グループとはまた違った新たな魅力が存分に発揮された意欲作です。 

左から 

K-POP LOVERS 

少女時代 

GAIN コーナー 

（7F フロア） 

CooRie 

「Heavenly Days」コーナー 

 （7F フロア） 

「ストライクウィッチーズ 2」 

コーナー （10F フロア） 

「アマガミ SS」×タワレコ新宿店 コラボ！ 

タワレコエプロン姿の七咲逢ちゃん （10F フロア） 

「アマガミ SS」 

Azusa「君のままで」 

コーナー （7F フロア） 
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新宿店オススメ  

●つるの剛士 アルバム『つるばむ』 ＆シングル『シュガーバイン/Two weeks to death』 

●小林太郎 『DANCING SIVA』 

●坂本真綾 『DOWN TOWN /やさしさに包まれたなら』 

●リンカーン DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新宿店で今週開催されるイベント情報＞ 

 

日付 時間 アーティスト名 イベント内容 

10/20（水） 19：00、20：00、21：00 エレファントカシマシ 上映会 

10/21（木） 17:00 藤澤ノリマサ ミニライブ＆握手会 

10/21（木） 20:00 伊藤サチコ    アコースティックライブ&サイン会 

10/22（金） 19:00 swimmingpoo1     ミニライブ 

10/22（金） 21:00 DAG FORCE     ミニライブ 

10/23（土） 14:00 夕暮レトロニカ    ミニライブ&握手会 

10/23（土） 15:00 
吉田尚記 「ツイッターってラジオだ！」

出版記念 大質問会 回答編   トーク＆サイン会 

10/23（土） 17:00 クリープハイプ      ミニライブ 

10/23（土） 20:00 azusa      ミニライブ & サイン会 

10/24（日） 14:00 Wyolica    ミニライブ & サイン会 

10/24（日） 15:00 たむらぱん    ミニライブ 

10/24（日） 15:00 GEN HOSOKAWA ミニライブ & 特典引換会 

10/24（日） 16:00 ALL THAT JAZZ  ミニライブ & サイン会 

10/24（日） 17:00 BRIGHT 
ミニライブ 

＆ポストカードプレゼント会 
10/24（日） 20:00 viridian ミニライブ 

10/25（月） 18:00 吉田山田    ミニライブ＆サイン会 

10/25（月） 20:30 
サエキけんぞう 

&Boogie the マッハモータース ミニライブ＆サイン会 

 

※イベント内容、時間等変更の場合がございます。詳しくはタワーレコード新宿店（TEL03-5360-7811）へお問合せ  

又は、タワーオンラインインストアイベント情報（http://tower.jp/store/event）にてご確認ください。 

 

リンカーン DVD 

（10F フロア） 

坂本真綾 

『DOWN TOWN /やさしさに包まれたなら』 

（7F フロア） 

つるの剛士 アルバム『つるばむ』  

＆シングル『シュガーバイン/Two weeks to death』 

（7F フロア） 

小林太郎 『DANCING SIVA』 

（7F フロア） 

 

◆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 広報室 谷河（やがわ）、高橋、松本、伊早坂  

TEL：03-3496-5245  Email：presstower.co.jp 
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