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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 26 

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（9/22-9/28） 

 

新宿店で開催しているキャンペーン！ 

● TOWER RECORDS SHINJUKU × J.S.BURGERS CAFE コラボ企画 

『LIFE IS BURGERS with MUSIC!』スタート！ 
「日常生活の中で音楽とハンバーガーを楽しむ」ということをテーマに掲げ、タワーレコードと人気ハンバーガーショッ

プ・J.S.BURGERS CAFE が新宿店同士でコラボ企画を 9/24 から 1 ヶ月間開催。 

コラボグッズの販売やライヴ開催、両店のお得なサービスなど目が離せない企画が盛りだくさん！ 
 

                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラボスタートの 9/24 には、スペシャル・ライブを開催！ 
出演：児玉奈央 

日時：9/24（金） 21:00～  場所：J.S.BURGERS CAFE 新宿店 

料金：\3,150-（ハンバーガ セ  定員：45 名 ー ット付） 

部を貸切にて開催いたします。 

。 

.S. BURGERS CAFE 新宿店にて。 

※ライブ料金は、当日受付時でのお支払いになります。 ※当日は店内一

※定員数を超えた際はスタンディングでのご鑑賞となります ※ご予約なしの当日受付も可能です。 

※その他詳細は J.S. BURGERS CAFE 新宿店までお問い合わせください。 

 ご予約・詳細は下記アドレスのお問い合わせフォームまたは J

TEL：03-5367-0185  HP：http://jsb-cafe.jp 
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●エレファントカシマシ上映会開催！ 
2 ヶ月連続シングル発売を記念して、8/9（月）にコットンクラブで行われたファン招待ライブ。 

参加された方からも、残念ながら不参加となった方からも熱いご要望があり、約 30 分のダイジェスト映像の上映が決

定。ライブ映像や PV メイキング、そしてスペシャルなコンテンツを織り交ぜた内容となる予定。必見！ 

10/20（水） 19:00～ 20:00～ 21:00～ 
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場所：タワーレコード新宿店 7F 大モニター  

 

 

 

 
新宿店アニメ専門コーナー（10F フロア） 今週のニュース 

●タワレコ新宿店上空にて再びウィッチーズが作戦行動中！今度は 11 人のお尻のパネル展！ 

宿店に登場です！

ド新宿店

ズ 2 エンディング・テーマ・コレクション購入時にタワーレコード新宿店

黒崎真音フルアルバム発売記念！「HIGHSCHOOL OF THE DEAD」*タワレコ新宿限定企画！諏訪部順一氏録り

一さんがタワレコ新宿店の為にスペシャルボイスを録りおろし!HOTD の作品紹介か

marble フルアルバム発売！もちろん今回のアルバムイベントもしっかり行ないます！ 

アルバムをリリース。もちろ

オリジナルサウンド・トラック発売記念！前回大好評だったパネル展に続き、今回は「お尻」パネルが新

もちろん「パンツじゃないから恥ずかしくないもん」を体に、タワレコ新宿 10Ｆアニメコーナーで堂々と大展示中！ 

更にサントラをご購入された方にタワーレコード新宿店限定 VERSION のトレカ（A タイプ）・及び「タワーレコー

VERSION トレカ（B タイプ）」引換券をプレゼント！ 

上記引換券は 10/20（水）発売 ストライクウィッチー

VERSION トレカ（B タイプ）と引換できます！まだまだ新宿店は彼女達を追いかけますよ！ 

 
●

おろしボイスを絶賛ストアプレイ中！ 

HOTD の主人公、小室孝役の諏訪部順

らタワレコ新宿店アニメコーナーの紹介などなどをタップリ収録したレアな内容となりました。現在はタワレコ新宿アニメコー

ナーのストアプレイとしてランダムにオンエア中！ 

 

●

2010 年、タワレコ新宿がずっと追いかけてきたオーガニックポップユニット「marble」が遂にフル

ん今回もしっかりインストアライブ行ないます！9/21 発売「Lingering Fizz」購入先着で、10/2（土）17：00～タワレコ新宿イベ

ントスペースで行われるライブ＆サイン会の入場整理券を配布中！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宿店 K-POP コーナー( 今週のニュース 新宿店の K-POP コーナー(7F)が大人気！！ 7F フロア) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週新宿店がオススメするのは･・・ZE:A / ZE:A！ 

帝国の子供たち『ZE:A』が遂に新宿店でインストアイベント！ 

特大パネルも店頭にお目見え！グッズ販売も開始です。 

marble コーナー （7F フロア） 左から ストライクウィッチーズ 2 お尻パネル＆コーナー、黒崎真音コーナー 

（10F フロア）

ZE:A コーナー、特大パネル＆ポスター展示模様 

（7F フロア） 



 

新宿店 今週のイチオシ大展開 

●凛として時雨 『still a Sigure virgin？』 メンバー使用楽器展示！ 

』 

 

    

 

※イベ 間 場 L03-5360- お問合せ  

又は、タワー tower.jp/store/event）にてご確認ください。 

タワーレコード株式会社 広報室 河（やがわ）、高橋、松本、伊早坂  

アーティスト名 イ  

L03-5360- お問合せ  

又は、タワー tower.jp/store/event）にてご確認ください。 

タワーレコード株式会社 広報室 河（やがわ）、高橋、松本、伊早坂  

アーティスト名 イ  

●浜崎あゆみ 『crossroad』 

●藤井フミヤ 『今、君に言っておこう』 パネル展開催！ 

●バニラビーンズ 『VaniBest
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＜新宿店で今週開催されるイベント情報＞ 

ント内容、時 等変更の 合がございます。詳しくはタワーレコード新宿店（TEざいます。詳しくはタワーレコード新宿店（TE 7811）へ7811）へ

オンラインインストアイベント情報（http://オンラインインストアイベント情報（http://

  

◆ご取材ならびにこの件に関するお問い合わせ先◆ ◆ご取材ならびにこの件に関するお問い合わせ先◆ 

谷谷

TEL：03-3496-5245  Email：presstower.co.jp TEL：03-3496-5245  Email：presstower.co.jp 

日付 時間 日付 時間 ベント内容ベント内容

9/22（水） 21:00 Wildbirds&Peacedrums / HIGH PLACES ミニライブ&握手＆サイン会 

9/23（木） 12:00 Donavon Frankenreiter   ミニライブ & サイン会 

9/23（木） 18:00 ZE:A    握手会 

9/24（金） 19:00 坂本龍馬×ALL THAT JAZZ    トーク＆ミニライブ 

9/25（土） 13:00 石野真子   ミニライブ & サイン会 

9/25（土） 19:00 ロッチ    トーク＆握手会＆抽選会 

9/26（日） 13:00 沖仁  ミニライブ & サイン会 

9/26（日） 17:00 バニラビーンズ  ミニライブ＆スペシャルイベント 

9/26（日） 19:30 コトリンゴ    ミニライブ & サイン会 

9/27（月） 18:00 Gacharic Spin      トーク&握手会&特典引換会 

9/27（月） 20:30 

「漫画家バンド大戦」発売記念イベント 

うさく・しまおまほ・ 出演：三本美治・花くまゆ

堀道広・羽生生純・おおひなたごう 
トーク 

藤井フミヤ 『今、君に言っておこう』 

コーナー＆パネル展 （7F フロア） 

バニラビーンズ 『VaniBest』 コーナー

（7F フロア） 

凛として時雨 『still a Sigure virgin？』 コーナー、 

メンバー使用楽器展示 （7F フロア） 

浜崎あゆみ 『crossroad』

パネル＆バイオグラフィー （7F フロア） 

コーナー、 


	　　

