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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 44 

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（2/9-2/15） 

 

新宿店で開催しているキャンペーン！ 
 

Perfume LIVE DVD 発売記念  

パネル展開催！＆タワレコ新宿的 Perfume 応援 Twitter 企画キャッチコピー大発表！！ 
結成 10 周年、メジャーデビュー5 周年記念で行なわれた東京ドームでの貴重なライブが遂に DVD 化！ 

デビュー時から応援してきた新宿店では今回もパネル展を開催します！ 

彼女たちの熱を瞬間に切り取った貴重な写真をぜひご覧下さい！！！ 

また、Twitter で皆様から大募集しました応募総数約 500 件の「タワレコ新宿的 Perfume 応援キャッチコピー」の中からの大

賞を特設コーナーにて大発表！みんなで作った秀逸なキャッチコピーの数々を是非見に来て下さいね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイドリング!!!3 月 2 日発売「やらかいはぁと」発売カウントダウン企画！ 

メンバーがドンドン増えるタワレコ新宿撮り下しスペシャル映像上映中！ 
新宿店でしか見られないアイドリング!!!からのメッセージは「やらかいはぁと」発売までの期間限定！！ 

次々とメンバーが増えていく、タワレコ新宿でしか見られない貴重な映像です！ 

この機会に是非見に来て下さい！！！ 

更新日：第 4 弾 2/12（土）・第 5 弾 2/16（水）・第 6 弾 2/20（日）・第 7 弾 2/25（金） 

場所：新宿店 7F アイドルコーナー 

 

人気の 「再発/オトナ ROCK コーナー」 がパワーアップ！ 約 3 倍に拡張！！！ 
新宿店 8F の名物、再発/オトナ ROCK コーナーを約 3 倍に拡張しました。さらにオトナ企画コーナーを併設。 

オトナの溜まり場が出来上がりました！ 

それに伴い、今月は UK を代表する良質再発レーベル BGO(Beat Goes On)レーベルキャンペーンを開催。 

BGO レーベルがリイシューする名作 CD 約 300 タイトルを一気に集め、全タイトル期間限定プライス\1,690 で販売。 

今や廃盤で入手不可能な CD も、2in1 スタイルで数多く復刻されており要注目です。期間：2/28 まで  場所：新宿店 8F 
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「BGO（Beat Goes On）レーベルキャンペーン コーナー」 （8F フロア） 
「再発/オトナ ROCK コーナー」（8F フロア）

左から Perfume パネル展、ポスター展示模様 （7F フロア） 左から Perfume LIVE DVD コーナー、 

タワレコ新宿店的 Perfume 応援 Twitter 企画 

キャッチコピー発表展示模様 （7F フロア） 

アイドリング!!! コーナー 

（7F フロア） 



 

新宿店に G.LOVE がやって来る！ 

G.LOVE が新宿店でアコースティック・ライブを披露！！ 
日時：2/9（水）20：30～ 場所：新宿店 7F イベントスペース 

参加方法：新宿店、渋谷店にて 3/2 発売「フィクスィン・トゥ・ダイ」を、 

2/9（水）迄店頭にてご予約の方に先着でイベント優先入場券を配布致します。 

 ご予約特典：イベント開催日の 2/9（水）迄、店頭にてご予約の御客様には商品ご購入時に予

約特典としてサイン入り色紙を差し上げます。 

 

 

藤澤ノリマサパネル展開催！ 
ショパン生誕 200 年タワレコ新宿店応援隊長としても昨年大変お世話になった、今最も話題の"ポップ・オペラ"歌手、藤澤

ノリマサさん。最新作「希望の歌～Appassionato～」の発売を記念して、未公開写真を多数フィーチャーしたパネル展を 9F

クラシック・フロアにて開催中!! 
アーティスト公認、当店スタッフ自作の「藤澤ノリマサ通信」も配布中!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宿店アニメコーナー(10F フロア) 今週のニュース 

ニコ動でも話題沸騰中！“サカモト教授“による超絶チップチューンを生でご堪能あれ！ 

頭に旧式ファミコンを被り、オーディエンスがランダムにさしたファミコンカセットのテーマ曲を完璧に演奏する 

パフォーマンスで話題沸騰中の“サカモト教授”の新作「SKMT」が遂にドロップ！ 

タワレコ新宿では大展開に加えなんとインストアライブも決定！このピコピコが癖になります！ 

パッケージも秀逸！ 

日時：3/19（土）20：00 場所：新宿店 7Ｆイベントスペース  

詳細：「SKMT」ご購入で特典引換券 
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今週のオススメ 『CNBLUE/LISTEN TO THE CNBLUE』 
いま最もライブが見たくてもチケットが取れない彼等の貴重なステージが遂に DVD に！！！ 

初のライブ集となる今作も新宿店は大プッシュ！  

サイン入りチェキ、サイン入りタワータオルも展示しています。もちろん直筆！ 

ぜひ店頭で確かめて下さい。 

 

 

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！！ 

サカモト教授「SKMT」コーナー 

（10F フロア） 

左から 藤澤ノリマサ「希望の歌～Appassionato～」コーナー、パネル展模様 （9F フロア） 



 

新宿店オススメ 
●RADWIMPS 「狭心症」 *メンバー直筆サイン入り！ 

●Happiness 「Kiss Me」 

●TOKYO IDOL FESTIVAL 2010 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 

2/9（水） 18:30 
東京女子流「Love like candy floss」 

リリース記念 サイン会 出演：山邊未夢 
サイン会 

2/9（水） 20:30 G.LOVE  ミニライブ 

2/9（水） 21:00 Marry Doll   サイン＆握手会 

2/10（木） 19:30 
東京女子流「Love like candy floss」 

リリース記念 サイン会 出演：中江友梨 
サイン会 

2/10（木） 19:00 [Champagne]     ミニライブ 

2/11（金・祝） 14:00 近藤夏子      ミニライブ＆サイン会 

2/11（金・祝） 17:00 

和久井光司『フランク・ザッパ／ 

キャプテン・ビーフハート・ディスク・ガイド』 

発売記念トーク ゲスト/鈴木さえ子 

トーク 

2/12（土） 17:00 シグナレス    ミニライブ＆サイン会 

2/12（土） 20:00 カラフル   ミニライブ＆サイン会 

2/13(日) 13:00 コトリンゴ     ミニライブ＆サイン会 

2/13(日) 16:00 cero   ミニライブ 

2/13(日) 19:00 まきちゃんぐ      ミニライブ＆サイン会 

2/14（月） 19:00 THE JUNEJULYAUGUST    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。 
 

TOKYO IDOL FESTIVAL 2010 DVD コーナー

（7F フロア） 

Happiness「Ｋｉｓｓ Me」コーナー 

（7F フロア） 
RADWIMPS「狂心症」コーナー 

（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 

 3


