
 

  
 
 

  
 

 

 
 

  

タワーレコードでは、BRAHMAN の 5 年振りとなるオリジナルアルバム「梵唄 -bonbai-」[2 ⽉ 7 ⽇（⽔）発売]の発売を
記念したコラボグッズ（4 種）の発売をはじめ、BRAHMAN の⼤判ライブ写真でタワーレコード 8 店舗の壁⾯をジャックす
る「⼋⾯玲瓏店」企画や、J-PUNK ROCK キャンペーン『PUNK ROCK GOES ON』の冊⼦表紙やポスターに BRAHMAN が
登場、ライブ写真パネル展の開催などさまざまな企画で「梵唄 -bonbai-」の発売を盛り上げます。 

 
■BRAHMAN × TOWER RECORDS コラボグッズ発売！ 
・BRAHMAN × TOWER RECORDS ステンレスボトル（300ml） 2,500 円+税  
・BRAHMAN × TOWER RECORDS お弁当箱（ランチクロス付き） 2,593 円+税  
・BRAHMAN × TOWER RECORDS ラバーバンドキーホルダーL サイズ 800 円＋税 ※ラバーバンドは付属しません。 
・BRAHMAN × TOWER RECORDS ボクサーパンツ（M/L サイズ） 各 1,944 円＋税 

  ※詳細は 2 ページ⽬をご覧ください。 
■初の⽇本武道館単独公演「⼋⾯玲瓏」開催記念 タワレコ 8 店舗「⼋⾯玲瓏店」にて⼤判ライブ写真展⽰！ 

2 ⽉ 9 ⽇（⾦）に初となる⽇本武道館単独公演「⼋⾯玲瓏」の開催を記念して、「⼋⾯玲瓏店」と題してタワーレコード 8
店舗の壁「⼋⾯」（各店 1 ⾯）を、三吉ツカサ⽒撮影の BRAHMAN ⼤判ライブ写真がジャックします。 
[開催期間] 2 ⽉ 6 ⽇（⽕）〜 ※店舗により終了時期は異なります。 
[開催店舗]タワーレコード 8 店舗（札幌ピヴォ店、仙台パルコ店、郡⼭店、渋⾕店、⾦沢フォーラス店、名古屋パルコ店、 
梅⽥ NU 茶屋町店、福岡パルコ店） 
 

■BRAHMAN ライブ写真パネル展開催！ 
 [開催期間] 2 ⽉ 6 ⽇（⽕）〜 ※新宿店のみ 2 ⽉ 7 ⽇(⽔)〜となります。店舗により終了時期は異なります。 

[開催店舗] タワーレコード 20 店舗（秋⽥オーパ店、盛岡店、新宿店、池袋店、秋葉原店、町⽥店、川崎店、横浜ビブレ 
店、⾼崎オーパ店、静岡店、⼤⾼店、モレラ岐⾩店、鈴⿅店、梅⽥⼤阪マルビル店、難波店、京都店、神⼾店、イオンモ 
ール倉敷店、広島店、那覇リウボウ店） 
※新宿店は、2 ⽉ 6 ⽇（⽕）Flags ビル休館⽇のため店休⽇となりますが、館外での商品販売を⾏う予定です。 

 
■『PUNK ROCK GOES ON』キャンペーン冊⼦表紙やポスターに BRAHMAN が登場！ 

[開催期間]開催中〜3 ⽉ 4 ⽇（⽇） 
[開催店舗]タワーレコードおよび TOWERmini 全店、タワーレコード オンライン ※詳しくは次⾴をご参照ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 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、松本 

TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp 

オリジナルアルバム「梵唄 -bonbai-」発売記念 

BRAHMAN × TOWER RECORDS コラボグッズ発売決定！ 

BRAHMAN 大判ライブ写真がタワレコ 8 店舗をジャック！ 

（17146）
2018 年 1 ⽉ 19 ⽇

タワーレコード株式会社 

『PUNK ROCK GOES ON』BRAHMAN ポスター
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BRAHMAN × TOWER RECORDS コラボグッズ発売！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[商品名/価格] 
・BRAHMAN × TOWER RECORDS ステンレスボトル（300ml） 2,500 円+税  
・BRAHMAN × TOWER RECORDS お弁当箱（ランチクロス付き） 2,593 円+税  
・BRAHMAN × TOWER RECORDS ラバーバンドキーホルダーL サイズ 800 円＋税 ※ラバーバンドは付属しません。 
・BRAHMAN × TOWER RECORDS ボクサーパンツ（M/L サイズ） 各 1,944 円＋税 
[発売⽇]2 ⽉ 6 ⽇（⽕）9 時〜  
※店頭は各店開店時より販売開始となります。 
※全店、オンラインにおけるご予約ならびに発売後のお取り置きが不可になります。発売⽇以降に、直接店舗、オンラインにてご購⼊ください。 
[取扱店舗] 
ラバーバンドキーホルダーL サイズ：タワーレコードおよび TOWERmini 全店、タワーレコード オンライン 
ステンレスボトル（300ml）、お弁当箱（ランチクロス付き）、ボクサーパンツ（M/L サイズ）：タワーレコード札幌ピヴォ店、
仙台パルコ店、郡⼭店、渋⾕店、新宿店、⾦沢フォーラス店、名古屋パルコ店、梅⽥ NU 茶屋町店、福岡パルコ店、タワー
レコード オンライン 
 

『PUNK ROCK GOES ON』キャンペーン 冊⼦表紙やポスターに BRAHMAN が登場！ 
[開催期間]開催中〜3 ⽉ 4 ⽇（⽇） 
[内  容]タワーレコードのバイヤーがセレクトした今冬の注⽬作品定番や定番〜時代を超え
て愛される不朽の名盤 100 選など、幅広く J-PUNK ROCK シーンを楽しめる様々な作品を提案
しているキャンペーン。期間中、対象商品お買い上げのお客様にアーティストロゴ・ステッカー
シートを先着で差し上げます。また、商品お買い上げのお客様に直筆サイン⼊り豪華グッズなど
抽選でプレゼント。詳しくは（http://tower.jp/article/campaign/2018/01/16/01）にてご確
認ください。 
[開催店舗]タワーレコードおよび TOWERmini 全店、タワーレコード オンライン 
※店舗とタワーレコード オンラインでは対象商品が異なりますのでご注意ください。 

 
 
 
 
BRAHMAN 5 年振りオリジナルアルバム「梵唄 -bonbai-」 
[初回限定盤]（CD+DVD） 品番：TFCC86632 価格：\3,685+税   
[通常盤] 品番：TFCC86633 価格：\2,593+税   
[完全限定盤 12inch アナログ] 品番：TFJC38031 価格：\2,778+税   
[発売⽇]2 ⽉ 7 ⽇（⽔）発売 
 
 
 
 
 
BRAHMAN ⽇本武道館公演「⼋⾯玲瓏」 
[開催⽇]2 ⽉ 9 ⽇（⾦） 
[開場/開演]17:30/19:00 
[会場]⽇本武道館 
※3 ⽉ 3 ⽇（⼟）から、全国 35 カ所 36 公演のレコ発ツアー 
「Tour2018 梵唄 –bonnoku-」がスタート。 
■BRAHMAN オフィシャルサイト http://brahman.site 

「梵唄 -bonbai-」 
初回限定盤/通常盤、完全限定盤 12inch アナログ 

『PUNK ROCK GOES ON』BRAHMAN ポスター 

BRAHMAN 

左から：BRAHMAN × TOWER RECORDS ステンレスボトル、お弁当箱（ランチクロス付き）、ラバーバンドキーホルダーL サイズ（FRONT/BACK）、ボクサーパンツ（FRONT/BACK）
＜イメージ＞ 

  


