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タワーレコード主催ライブイベント「Bowline」 
 

HEY-SMITH キュレーター Zepp なんば大阪公演 

タイムテーブル公開 ＆ HEY-SMITH コラボチャリティー缶バッジ発表 
 

 

 タワーレコードがキュレーターを迎え開催するライブイベント「Bowline」、10 月 12 日（月・祝）の HEY-SMITH

キュレーター公演（会場：Zepp なんば大阪）のタイムテーブルが公開、また、タワーレコードの復興支援活動「MORE 

ACTION, MORE HOPE.」の一環として、開催当日会場限定で販売される、HEY-SMITH とのコラボチャリティー缶バ

ッジが発表になりました。コラボチャリティー缶バッジの利益の全額は、東日本大震災被災者の方の支援に役立

てられます。 

 また、9 月 26 日（土）[キュレーター：Dragon Ash]、9 月 27 日（日）[キュレーター：クリープハイプ]の幕

張メッセ公演に先駆け、9月 18 日（金）にタワーレコード渋谷店 B1F「CUTUP STUDIO」にて“クリープハイプの

ボウライン『ドッキドキラヴ生トーク』”[出演：クリープハイプ、加藤隆志（東京スカパラダイスオーケストラ）、

NARGO（東京スカパラダイスオーケストラ）、ホリエアツシ（ストレイテナー）、田邊駿一（BLUE ENCOUNT）、辻村

勇太（BLUE ENCOUNT）、長谷川プリティ敬祐（go!go!vanillas）、ジェットセイヤ（go!go!vanillas）、MC：鹿野

淳（MUSICA）]を開催、タワーレコードのストリーミングメディア＜タワレボ＞にて生配信することが決定した

ほか、9 月 19 日（土）には、Bowline 幕張公演チケットをお持ちの方を対象としたタワーレコード渋谷店 1F エ

ントランスでの“Bowline 大抽選会”も開催します。 

全 3公演（幕張メッセ 2DAYS、Zepp なんば大阪公演）のチケットは現在発売中です。 
 

 

●MORE ACTION, MORE HOPE. 会場限定コラボチャリティー缶バッジ ※数量限定、金額は全て税込 
 

・HEY-SMITH コラボチャリティー缶バッジ 

販売会場：10 月 12 日（月・祝）HEY-SMITH キュレーター公演（会場：Zepp なんば大阪） 

価  格：200 円 

サ イ ズ：44mm 

 

 
 

●クリープハイプのボウライン『ドッキドキラヴ生トーク』 

開催日時：9月 18 日（金）21 時 30 分スタート（23 時終了予定） 

開催場所：タワーレコード渋谷店 B1F「CUTUP STUDIO」 

出  演：クリープハイプ、加藤隆志（東京スカパラダイスオーケストラ）、 

      NARGO（東京スカパラダイスオーケストラ）、ホリエアツシ（ストレイテナー）、 

田邊駿一（BLUE ENCOUNT）、辻村勇太（BLUE ENCOUNT）、 

長谷川プリティ敬祐（go!go!vanillas）、ジェットセイヤ（go!go!vanillas）、 

       MC：鹿野淳（MUSICA） 

内  容：トーク（ライブ演奏はございません） 

参加条件：9月 27 日（日）公演の Bowline チケットをお持ちの方（別途入場時ドリンク代 500 円） 

入場方法：イベント開始 30 分前（21 時）に、タワーレコード渋谷店 1F 階段前に集合、係員の指示に従い整列い 

     ただきます。入口にて、9月 27 日（日）公演の Bowline チケットをご提示の上、ご入場ください。 

配  信：TOWER REVOLVE PROJECT（タワレボ） http://www.towerrevo.jp/ 
   

※整列は、集合時間以降お集まりいただいた順となります。集合時間前からの集合場所での待機はご遠慮ください。 

※定員に達した場合、入場をお断りする場合がございます。 

 
 

 
 

Bowline（ボウライン） 
ロープの端に固定した輪をつくる結び方のひとつで、結んだ際の強度が高く「結び目の王」（King of knots）

と呼ばれています。このライブイベントを通して、音楽ファンと音楽やアーティストを簡単にはほどけない

結び方でつなげたい、そんな気持ちを込め「Bowline」と名付けました。 
 

＜オフィシャルサイト＞http://www.bowlinelive.jp 

＜YouTube 番組・イベントトレーラー＞http://www.youtube.com/user/TowerRecordsJapan 
 

 

◆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）、伊早坂、松本 

  TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp 
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●Bowline 大抽選会 

開催日時：9月 19 日（土）11 時～20 時 

開催場所：タワーレコード渋谷店 1F エントランス 

内  容：「Bowline」幕張公演のチケットをご提示いただくと、1枚につき 1回抽選にご参加いただけます。 

賞  品：Dragon Ash サイン入りグッズ、クリープハイプサイン入りグッズなど 
 

●Bowline 2015 キャンペーン 

開催期間：9月 7日（月）～10 月 14 日（水） 

開催店舗：タワーレコード全店（TOWERmini 含む）、タワーレコード オンライン 

内  容：期間中、タワーレコードおよびタワーレコード オンラインにて「Bowline 2015」 

     出演アーティストの対象商品をご購入いただいた方に先着で“Bowline 2015 出演 

     アーティストロゴステッカー”をプレゼント！ 

 

●イベント概要 
 

「TOWER RECORDS presents Bowline 2015 curated by Dragon Ash & TOWER RECORDS」 

 

[開催日時/会場]9 月 26 日（土） OPEN 9 時 30 分/START 11 時 幕張メッセ 国際展示場 9-11 ホール 

[出演]Dragon Ash、AIR SWELL、Xmas Eileen、group_inou、the telephones、四星球、SUPER SONICS、SPECIAL OTHERS、 

   10-FEET、TOTALFAT、MAN WITH A MISSION、山嵐、ROTTENGRAFFTY、wrong city（Opening Act） 
※Opening Act は開場中の出演となります 

[チケット]オールスタンディング 6,900 円（税込） 
※入場整理番号・場内ブロック指定無し ※小学生以上有料/未就学児童は無料（保護者同伴の場合に限る） 
 

 

 「TOWER RECORDS presents Bowline 2015 curated by クリープハイプ & TOWER RECORDS」 
 

[開催日時/会場]9 月 27 日（日） OPEN 10 時 30 分/START 12 時 幕張メッセ 国際展示場 9-11 ホール 

[出演]クリープハイプ、indigo la End、きのこ帝国、銀杏 BOYZ、私立恵比寿中学、ストレイテナー、 

    東京スカパラダイスオーケストラ、04 Limited Sazabys、フジファブリック、BLUE ENCOUNT、miwa、 

    go!go!vanillas（Warning Act） 
※Warning Act は開場中の出演となります 

[チケット]オールスタンディング 6,900 円（税込） 
※入場整理番号・場内ブロック指定無し ※小学生以上有料/未就学児童は無料（保護者同伴の場合に限る） 
 

●幕張公演 チケット一般発売中 

[プレイガイド] 

・チケットぴあ（TEL…0570-02-9999、URL…http://w.pia.jp/s/bowline15/） P コード：266-167 

・e+（http://eplus.jp/bowline/） 

・ローソンチケット（TEL…0570-084-003、URL…http://l-tike.com/bowline/） L コード：72667 

・CN プレイガイド（http://www.cnplayguide.com/bowline/） 

・楽天チケット（http://r-t.jp/bowline） 

・Yahoo!チケット（http://tickets.yahoo.co.jp/tour/00000567/） 

・ticket board（http://portal2.tickebo.jp/bowline2015-3/） 

・DISK GARAGE（http://www.diskgarage.com/info/bowline/） 

[タワーレコード]下記店舗のみ実施 

渋谷店、池袋店、新宿店、秋葉原店、アリオ亀有店、錦糸町店、TOWERmini 東京駅八重洲口店、 

TOWERmini 汐留店、TOWERmini ダイバーシティ東京 プラザ店、八王子店、吉祥寺店、町田店、川崎店、 

グランツリー武蔵小杉店、藤沢店、小田原店、西武東戸塚店、横浜ビブレ店、イオンレイクタウン店、浦和店、

アリオ川口店、千葉店、津田沼店、柏店、アリオモール蘇我店、ららぽーと TOKYO-BAY 店、 

TOWERmini 西武船橋店、TOWERmini/TOWERanimeLALA ガーデンつくば店 
 

 「TOWER RECORDS presents Bowline 2015 curated by HEY-SMITH & TOWER RECORDS」 

[開催日時/会場]10 月 12 日（月・祝） OPEN 12 時 30 分/START 13 時 30 分 Zepp なんば大阪 

[出演]HEY-SMITH、グッドモーニングアメリカ、Crossfaith、DUB 4 REASON、PUFFY、POTSHOT、LIFE IS GROOVE 

[チケット]1F スタンディング 4,500 円（税込） 
※ドリンク代別途 500 円必要 ※小学生以上有料/未就学児童入場不可 
 

●大阪公演 チケット一般発売中 

[プレイガイド] 

・チケットぴあ（TEL…0570-02-9999、URL…http://w.pia.jp/s/bowline15osk/） P コード：271-709 

・e+（http://eplus.jp/） 

・ローソンチケット（TEL…0570-084-005、URL…http://l-tike.com/） L コード：52982 

・CN プレイガイド（TEL…0570-08-9999、URL…http://www.cnplayguide.com/） 

・楽天チケット（http://r-t.jp） 


