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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 59 

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（7/6-7/12） 

 

新宿店で開催しているキャンペーン！ 

『UNISON SQUARE GARDEN/Populus Populus』発売記念パネル展開催！ 
7 月度 TOWER OF MONTH でもある彼等のアルバムの発売を記念してパネル展を開催！ 

フリーペーパー『TOWER』の撮影を新宿店で行い、今回はその時に撮った写真の数々を展示！ 

さらに店頭応募抽選でプレゼントも行ないます！新宿店でしか見られないパネルの数々をぜひ店頭で楽しんで下さい。 

開催期間：7/5（火）-7/18（月・祝） 

開催場所：新宿店 7F 

 

 

 

 

 

 

 

『INCUBUS/IF NOT NOW,WHEN?』発売記念パネル展開催！ 
フジロック初参戦にして２日目ホワイトステージのトリを務める INCUBUS、遂に待望の新作がリリース！ 

新作リリースを記念してパネル展を開催します！ 

さらに展示のパネルを抽選でプレゼント！ 

開催期間：7/5（火）～7/18（月・祝） 

展示場所：新宿店 8F 洋楽フロア 

（パネルのプレゼントは展示終了後のお渡しとなります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「NO MUSIC, NO IDOL?」 新宿店アイドルコーナー(7F フロア) 今週のニュース 

■展開＆特集  

Not yet 『波乗りかき氷』 

 

 

 

 

 

ももいろクローバーZ  

『D’の純情』『Z 伝説～終わりなき革命～』 2 タイトル同時リリース！ 
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ももいろクローバーZ 『D’の純情』 

『Z 伝説～終わりなき革命～』  

コーナー （7F フロア） 

Not yet 『波乗りかき氷』 コーナー 

（7F フロア） 

左から 『INCUBUS/IF NOT NOW,WHEN?』 コーナー、パネル展示模様 （8F フロア） 

左から 

『UNISON SQUARE GARDEN/Populus Populus』

コーナー、パネル展示模様 （7F フロア） 



 

 

『Twinklestars/プリーズ！プリーズ！プリーズ！』発売記念バトン・ケース展示開催！ 
さくら学院より放課後のクラブ活動ユニットとして登場！その名も Twinklestars！ 

タワレコ新宿店では、ジャケや PV で使用された貴重なバトン・ケースをサイン入りで展示！ 

さらに店頭応募抽選でこのバトン・ケースをプレゼント！ 

開催期間：7/5（火）-7/11（月） 

開催場所：新宿店 7F 

 

 

■アイドルイベント情報  
7/30（土）14:00～ アフィリア・サーガ・イースト ミニライヴ&特展会 

7/30（土）17:00～ tengal6 ミニライヴ&握手会&特典引換会 

7/31（日）16:00～ バニラビーンズ ミニライブ＆ 

3 ショット撮影会＆バニビの私物などが当たるくじ引き 

8/11（木）19:00～ bump.y 握手会 

アイドル帝国・新宿店にぜひお越し下さい。 

 

 

新宿店アニメコーナー(10F フロア)今週のニュース 

なっちゃんが新宿店にやってくる！見逃し厳禁！麻生夏子さんインストア決定！ 
ＴＶアニメ「バカとテストと召喚獣にっ！」エンディングテーマ、麻生夏子さんの 7/20 発売 8th シングル「エウレカベイビー」 

ご予約者優先で、7/24（日）20:00～タワーレコード新宿店で行われるミニライブ＆握手会整理番号付イベント参加券を 

お渡しします！日本テレビ 朝の情報番組「ZIP!」にも出演中のなっちゃんを生で見るチャンス!! 

 

タワレコ新宿は marble を全力で応援しています！今回もインストアライブ決定！ 
オーガニック POP ユニット・marble 初のアニソンカバーアルバム、7/27 発売「うた種」をご予約者優先で、 

8/20（土）13:00～タワーレコード新宿店で行われるミニライブ＆サイン会に参加頂ける整理番号付イベント参加券を 

お渡しします！リリースの度にお世話になっている marble さん。今回もフロアを優しく包み込んでくれること間違いなし！ 

 

 

新宿店 K-POP コーナー(7F フロア) 今週のニュース 
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『Twinklestars/プリーズ！プリーズ！プリーズ！』  

コーナー （7F フロア） 

『2PM/HANDS UP』 

日本デビューも大成功に終わらせた野獣こと 2PM が韓国での 2nd アルバムを発売！ 

大ヒット・チューン『WITHOUT YOU』『I’LL BE BACK』収録！ 

先日も新宿店に来店頂き直筆サインを頂きました。ぜひ新宿店にお越し下さい。 



 

今週のオススメ 

タワレコメン・アイテムが続々登場！ 

【邦楽】WHITE ASH / WALTZ WITH VALKYRIE 

【邦楽】Alfred Beach Sandal / One Day Calypso 

【洋楽】Russian Red / Fuerteventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 

7/7(木) 15:00 石井聖子 ミニライブ＆サイン会＆2 ショット撮影会

7/7(木) 19:00 ANTHEM    トーク＆サイン会 

7/8（金） 19:00 

ISSEI NORO INSPIRITS  

ニューアルバム『BEAUTY』発売記念 

野呂一生 ミニ・ライヴ＆サイン会   
ミニライブ&サイン会 

7/9（土） 13:00 

「たまの映画」発売記念  

石川浩司 ミニライブ＆サイン会 

ＭＣ：今泉力哉監督 
ミニライブ＆サイン会 

7/9（土） 16:00 面影ラッキーホール    ミニライブ&サイン会 

7/9（土） 19:00 LIV MOON    アコースティックミニライブ＆握手会 
7/9（土） 21:00 COMEBACK MY DAUGHTERS   アコースティックミニライブ＆特典引換 

7/10（日） 13:00 寺久保エレナ      ミニライブ＆サイン会 

7/10（日） 16:00 ν[NEU]    トーク＆握手会 

7/10（日） 19:00 

kous"機械の花ラボラトリ"リリース記念 

イ ベ ン ト 出 演 ： kous 、 DECO*27 、

sasakure.UK（MC/司会）、ef、和田たけあ

き （ ス ペ シ ャ ル ゲ ス ト ： DECO*27 、

sasakure.UK） 

トーク&ミニライブ&握手会 

7/11（月） 20:00 前園直樹グループ   ミニライブ＆特典引換会 

※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。 

 

 

 

Alfred Beach Sandal / One Day Calypso コーナー 

（7F フロア） 

Russian Red / Fuerteventura コーナー 

（8F フロア） 

WHITE ASH / WALTZ WITH VALKYRIE 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 
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