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タワーレコード アイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスター 

 amiinA が約 1年半ぶりに３度目の登場！ 

タワレコ 15店舗でコラボポスターをプレゼント！ 

＆新宿店限定でコラボグッズも発売！ 

 
タワーレコードでは、新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.186 に、amiinA

とのコラボレーションが決定しました。amiinA がこの「NO MUSIC, NO IDOL?」企画に登場するのは

昨年 6 月以来約 1 年半ぶり、３度目の登場となります。 

 

ポストロック、エレクトロニカ、UK&北欧サウンドなどジャンルを超えたその楽曲と ami と miyu、

２人が織りなすパフォーマンスがアイドルファンのみならず音楽ファンの間でも評判となり、今年のアイ

ドルフェスなどでも人気を博した amiinA。12 月 5 日（水）に待望の 2nd アルバム『Discovery』のリ

リース、さらに来年 2 月 1 日（火）にはマイナビ BLITZ 赤坂での待望の 2nd ワンマンライブも決定す

るなど、今後の飛躍がより一層期待される 2 人組のガールズユニットです。 

 

今回のコラボレーションでは、アルバムジャケットのアザーカットを使用した「NO MUSIC, NO 

IDOL?」（B2 サイズ）オリジナルポスターを制作。このポスターは、ご予約者優先で対象 15 店舗で

『Discovery』をご購入いただいた方に、先着で差し上げます。 

 

また、今回のコラボを記念し、タワーレコード新宿店限定で「amiinA×TOWER RECORDS」のコラ

ボグッズの発売も決定。シンプルで使い勝手の良いコーチジャケット、パーカー、そして缶バッジの 3

種類を 12 月 4 日（火）より発売します。 

 
 

amiinA「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボレーションポスタープレゼント 
 

【対象店舗】下記タワーレコード 15 店舗 

札幌ピヴォ店/仙台パルコ店/郡山店/新宿店/ 

横浜ビブレ店/高崎オーパ店/新潟店/静岡店/ 

名古屋パルコ店/梅田 NU 茶屋町店/神戶店/ 

広島店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/ 

那覇リウボウ店 

 

【対象商品】 

  アーティスト：amiinA 

  タイトル：『Discovery』3,000 円+税 

発売日：12 月 5 日（水） 
 

※ポスターは、ご予約者優先で CD1 枚につきポスター1 枚を 

先着で差し上げます。 
※ポスターは先着でのお渡しにて、なくなり次第終了となり 
ます。 

※上記対象店舗のうち、インストアイベント開催店舗では 
「イベント券」+ポスター両方差し上げます。 

 
【amiinA/インストアイベント情報】 

開催日時：2018 年 12 月 22 日（土）15:00 スタート  

内容：ミニライブ（観覧フリー）＆特典会（要イベント券） 

会場タワーレコード新宿店：7F イベントスペース  

イベント詳細：タワーレコード新宿店 HP http://tower.jp/store/kanto/Shinjuku/event 
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amiinA『Discovery』詳細 
 
アーティスト ：amiinA 
タイトル  ：Discovery 
発売日  ：2018 年 12 月 5 日（水） 
形態・価格 ：CD アルバム 3,000 円+税 
レーベル  ：SHIBUYA GIRLS POP 
収録曲  ：全 11 曲（インスト 1 曲を含む） 

1. zion（instrumental） 

2. Jubilee 

3. sign 

4. Caravan 

5. allow 

6. nana 

7. Unicorn 

8. magic 

9. eve 

10. Rising 

11. Discovery 

 
4th シングル『Jubilee』から、それまでの世界観を作り上げてきた作曲家とは異なる作曲家陣が楽曲制作に参加し、新たな可能性を感
じさせているが、2nd アルバムはその集大成とも言える作品となる。 収録される楽曲は、インスト 1 曲を含む全 11 曲。既にリリース
されている、GOING UNDER GROUND の松本素生氏作曲の『Jubilee』、THE CHERRY COKE$の MASAYA 氏作曲、THE CHERRY 

COKE$演奏による『Caravan』をはじめ、結成 20 周年を迎える人気バンド・the band apart の木暮栄一氏が作曲し、the band apart
の小暮氏、原氏、荒井氏が演奏に参加している『allow』、日本のエレクトロニックミュージック界の天才と言われる Serph が編曲を手
がけた『sign』、“叙情派轟音ダブバンド”としてその名を広く知らしめている、あらかじめ決められた恋人たちへの池永正二氏作曲の

『zion』『Discovery』、「NHK みんなのうた」の演奏・歌唱などでも知られるアコースティックユニット・beautiful hummingbird 作
曲、「ピタゴラスイッチ」などでお馴染みの栗コーダーカルテットが演奏を担当した『nana』、元 Fuger のギタリストであり、niumum 
TOYBEATS でギタリストを務める岡村夏彦氏作曲の『magic』など、様々なジャンルのアーティストが参加。今まで作り上げてきた色

に、多様な個性的な色が混ざり合い、また新たな色が生まれている。今までの amiinA を感じさせながらも、異なる魅力を発見し、新
たな旅の始まりを感じさせてくれるアルバムである。 
  

演奏陣は、楽曲ごとにそれぞれのアーティスト・バンドが実際に演奏を担当、また今までにも amiinA の楽曲に参加している元ゲント
ウキのベーシスト伊藤健太氏、空想委員会のベーシスト岡田典之氏なども加わり、楽曲に彩りを添えている。 
 

※11 月 2 日配信 amiinA プレスリリースより抜粋 

 

amiinA プロフィール 

 

2012年活動開始。amiinaとして3枚のシングルをリリース。

2016 年 5 月に新メンバーmiyu が加わり、amiinA とロゴ・

表記を変更。今回リリースする 2nd アルバムは 2016 年に発

売した 1st アルバムから約 2 年ぶりのフルアルバムとなる。

都内を中心としたライブ出演に加え、主催ライブイベント

「WonderTraveller!!!」は現在までに行った 8 回全てが sold 

out。バンドなども多く参加するこのイベントは、ジャンルを

超えた音楽イベントとして注目を集めている。 また、今年 5

月に SHIBUYA WWWX で開催した 1st ワンマンライブも

sold out を記録し、来年 2nd ワンマンライブをマイナビ

BLITZ 赤坂にて開催することが決定している。 

 

■amiinA 公式サイト   http://amiina.jp/ 
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新宿店限定「amiinA×TOWER RECORDS」コラボグッズ 

 

■amiinA × TOWER RECORDS コーチジャケット（S,M,L,XL） 

価格 ：6,000 円+税 

発売日 ：12 月 4 日（火） 

取扱店舗：新宿店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■amiinA × TOWER RECORDS パーカー （S,M,L,XL） 

価格 ：4,500 円+税 

発売日 ：12 月 4 日（火） 

取扱店舗：新宿店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■amiinA × TOWER RECORDS 缶バッジ 3 個セット 

価格 ：600 円+税 

発売日 ：12 月 4 日（火） 

取扱店舗：新宿店 

 

 

 


