
 

  
 
 

  
 

 

 
 

  

 

 

タワーレコードでは、約 2 年 3 ヵ⽉振りとなるニュールアルバム『BIG YELL』[4 ⽉ 4 ⽇（⽔）発売]の発売を記念して、“ゆ
ず × TOWER RECORDS”と題したコラボレーション企画が決定しました。 

 
タワーレコードの“ゆずっこ”スタッフによる全曲レビューをはじめ、“ゆずっこ”スタッフが選ぶおススメ作品の他、ゆずの

直筆コメントカードなど、『BIG YELL』の魅⼒を余すことなく紹介している「ゆず新聞」（A3 サイズ）をはじめ、ゆずが表
紙を飾るフリーマガジン「tower＋4 ⽉ 10 ⽇号」を配布します。さらに、「A5 オリジナルノート」が当たる店頭 DAY の開
催など、様々な企画でニューアルバム『BIG YELL』の発売を盛り上げます。 

 
“ゆず × TOWER RECORDS”コラボ企画 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.タワーレコード限定「ゆず新聞」（A3 サイズ）全店で配布！ 
［配布期間］4 ⽉ 3 ⽇（⽕）〜なくなり次第終了 
［配布店舗］タワーレコードおよび TOWERmini 全店（タワーレコード オンライン除く） 
 
2.タワーレコードオリジナル特典「ゆず オリジナル A4 クリアファイル Atype」プレゼント！ 
タワーレコードおよび TOWERmini 全店、タワーレコード オンラインにて『BIG YELL』（初回⽣産限定盤/通常盤のいずれ
か）をご購⼊いただいた⽅に先着で、「ゆず オリジナル A4 クリアファイル Atype」をプレゼントいたします。 
※特典が無くなり次第終了となります。 
 
3.「tower＋4 ⽉ 10 ⽇号」表紙にゆずが登場！ 
タワーレコードおよび TOWERmini 全店にて 4 ⽉ 9 ⽇（⽉）店着次第、配布します。 
※店着当⽇は各店への配送状況により、配本時間が異なりますことご了承ください。※各店無くなり次第終了となります。 
■「tower＋」詳細 http://tower.jp/mag/towerplus/ 
 
4.タワーレコード全店で店頭 DAY 開催！「A5 オリジナルノート」プレゼント！ 
『BIG YELL』の発売を記念して、タワーレコードおよび TOWERmini 全店にて店頭 DAY を開催します。同作品をご購⼊い
ただいた⽅に先着で“BIG YELL くじ”を配布。“アタリ”が出たら「A5 オリジナルノート」をプレゼントいたします。 
［開催期間］4 ⽉ 3 ⽇（⽕）〜なくなり次第終了となります 
［開催店舗］タワーレコードおよび TOWERmini 全店（タワーレコード オンライン除く） 
 
■“ゆず × TOWER RECORDS”コラボ企画ページ http://tower.jp/article/feature_item/2017/12/25/0704 

 
◆ 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 

 ニューアルバム『BIG YELL』発売記念 
“ゆず × TOWER RECORDS”コラボ決定！ 

 
「ゆず新聞」タワーレコード全店にて 4/3 より配布！ 

「tower＋」表紙に登場！/オリジナル特典や店頭デイ開催も！ 
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タワーレコード株式会社

左から：「ゆず新聞」（A3 サイズ）、タワーレコードオリジナル特典「ゆず オリジナル A4 クリアファイル Atype」、「tower＋4 ⽉ 10 ⽇号」ゆず表紙、「A5 オリジナルノート」
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ゆず ニューアルバム『BIG YELL』概要 
 

［タイトル］ニューアルバム『BIG YELL』 
[発売⽇]4 ⽉ 4 ⽇（⽔）発売 

・初回⽣産限定盤（CD＋DVD） 品番：SNCC-86932 価格：\3,500+税  
・通常盤（CD） 品番：SNCC-86933 価格：\2,850+税   
 
［CD 収録曲］ ※初回⽣産限定盤、通常盤共通 

01. 聞こエール 
02. TETOTE(YZ ver.)  

スーパー歌舞伎 II(セカンド)『ワンピース』主題歌 
03. イコール  

NTT 東⽇本 CM ソング 
04. 愛こそ  

伊藤園「お~いお茶」CM ソング 
05. カナリア  

⽇本テレビ系「NEWS ZERO」テーマソング 
06. タッタ(Album ver.)  

フジテレビ系「めちゃ×2 イケてるッ!」2017 年テーマソング 
07. ⽇常 
08. 恋、弾けました。  

映画「⻫⽊楠雄のΨ難」主題歌 
09. 通りゃんせ 
10. ⾵のイタズラ 
11. ガイコクジンノトモダチ 
12. 存在の証明 
13. うたエール  

⽇本⽣命 CM タイアップソング 
 
［初回⽣産限定盤 DVD 特典内容］ 
■YUZU SUMMER FEST.TOUR 2017 GOOD SUNSHINE DAYS〜# ゆずと夏フェス〜 

01. サヨナラバス from WEST GIGANTIC CITYLAND 
02. タッタ from ⾳楽と髭達 
03. 夏⾊ from WILD BUNCH FEST. 
04. いつか from NUMBER SHOT 
05. ⾬のち晴レルヤ from FM802 MEET THE WORLD BEAT 
06. 虹 from SENDAI OTO Festival 
07. 夏⾊ from ROCK IN JAPAN FESTIVAL 
08. 栄光の架橋 from SWEET LOVE SHOWER 

■ゆず 冬⾄の⽇ライブファイナル in カトレヤプラザ伊勢佐⽊ 
01. てっぺん 02. 連呼 03. する〜 04. 地下街 05. ろくでなし 06. 岡村ムラムラブギウギ 07. 空模様  
08. 夏⾊ 09. シュビドゥバー 

 
 

YUZU ARENA TOUR 2018 BIG ALL 
 

・4/29(⽇)   埼⽟県 さいたまスーパーアリーナ  
・4/30(⽉・祝) 埼⽟県 さいたまスーパーアリーナ 
・5/15(⽕)   愛知県 ⽇本ガイシホール  
・5/16(⽔)   愛知県 ⽇本ガイシホール 
・5/19(⼟)   福岡県 マリンメッセ福岡 
・5/20(⽇)   福岡県 マリンメッセ福岡  
・5/30(⽔)   ⼤阪府 ⼤阪城ホール 
・5/31(⽊)   ⼤阪府 ⼤阪城ホール 
・6/9(⼟)    北海道 北海きたえーる 
・6/10(⽇)   北海道 北海きたえーる  
・6/16(⼟)   福井県 サンドーム福井 
・6/17(⽇)   福井県 サンドーム福井 
・6/23(⼟)   埼⽟県 さいたまスーパーアリーナ  
・6/24(⽇)   埼⽟県 さいたまスーパーアリーナ 
・6/30(⼟)   新潟県 朱鷺メッセ 
・7/1(⽇)    新潟県  朱鷺メッセ 
・7/7(⼟)      広島県 広島グリーンアリーナ  
・7/8(⽇)    広島県 広島グリーンアリーナ  
・7/14(⼟)   静岡県 エコパアリーナ  
・7/15(⽇)   静岡県 エコパアリーナ 
・7/18(⽔)   ⼤阪府 ⼤阪城ホール 
・7/19(⽊)   ⼤阪府 ⼤阪城ホール 
・7/24(⽕)   神奈川県 横浜アリーナ  
・7/25(⽔)   神奈川県 横浜アリーナ 
・7/28(⼟)   宮城県 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ  
・7/29(⽇)   宮城県 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ 
 
■ゆずオフィシャル HP http://yuzu-official.com/ 

『BIG YELL』 

ゆず 


