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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 68 

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（9/7-9/13） 

 

新宿店で開催しているキャンペーン！ 

 

『BRAHMAN/霹靂』発売記念 楽器＆衣装＆パネル展開催！ 
NEW シングル発売を記念して、ライブで使用した貴重な衣装と楽器を展示。 

さらに店頭応募抽選で当たるパネル展を開催。 

展開期間：9/6（火）-9/19（月・祝）  

展開場所：新宿店 7Ｆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ハナレグミ/オアシス』発売記念 衣装展示＆パネル展開催！ 
NEW アルバム発売を記念して、ライブで着用した衣装とパネル展を開催。 

展開期間：9/6（火）-9/19（月・祝）  

展開場所：新宿店 7Ｆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

『THE MACKSHOW/Rocka Rolla zero』発売記念 パネル展開催！ 
NEW アルバム発売を記念して、貴重なパネル展を開催。 

さらに店頭応募抽選で今回のパネルをプレゼント！ 

展開期間：9/6（火）-9/19（月・祝）  

展開場所：新宿店 7Ｆ 
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左から 『THE MACKSHOW/Rocka Rolla zero』 コーナー、パネル展示模様 （7F フロア） 

左から 

『ハナレグミ/オアシス』 コーナー、 

パネル、衣装展示模様 

（7F フロア） 

左から 

『BRAHMAN/霹靂』 コーナー、 

パネル、楽器、衣装展示模様 

（7F フロア） 



 

『THE KIDDIE/ THE KIDDIE Happy Spring Tour 2011 「kidd's now」 TOUR FINAL AKASAKA BLITZ』 

発売記念パネル展開催！ 
NEW DVD 発売を記念して、貴重なパネル展を開催。さらに店頭応募抽選で今回のパネルをプレゼント！ 

展開期間：9/6（火）-9/19（月・祝） 展開場所：新宿店 7Ｆ 

 

 

 

 

 

 

 

『Daizy Stripper/月に銃声』発売記念 パネル展開催！ 
NEW シングル発売を記念して、貴重なパネル展を開催。さらに店頭応募抽選で今回のパネルをプレゼント！ 

展開期間：9/6（火）-9/19（月・祝） 

展開場所：新宿店 7Ｆ 

 

 

 

 

「NO MUSIC, NO IDOL?」 新宿店アイドルコーナー(7F フロア) 今週のニュース 

■展開＆特集 ℃-ute / 世界一 HAPPY な女の子 

■イベント情報  
・9/11（日）19:00～ 咲岡里奈 ミニライブ&握手会 

・9/12（月）19:00～ 「アキバ妄撮」発売記念インストアイベント  

出演：夢眠ねむ  DJ プレイ&サイン会  

 

新宿店アニメコーナー(10F フロア)今週のニュース 

THE IDOLM@STER 衣装展開催中！長谷川明子さん着用衣装とサイン入りエプロン展示してます♪ 
「THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 02」発売記念！衣装展をタワレコ新宿 10F にて開催中。 

「THE IDOLM@STER 2 765pro H@PINESS NEW YE@RP@RTY!!2011」時の長谷川明子さん着用の衣装を 2 着と、 

当店インストアイベント時に着用していただいたタワレコエプロンにサインが入ったものとなります。 

■展示期間 9/6（火）～9/19(月・祝)まで。 

 

 

 

 

 

 

電子マンガと音楽のコラボレーション！宮崎摩耶氏の人気コミックとタワレココラボ始動！ 
宮崎摩耶氏による電子漫画のキャラが遂に CD デビュー！劇中の主人公によるバンド「Mango-Ache（マンゴーエッ

グ）としてタワレコ新宿イベントスペースにてインストアイベントが決定！宮崎摩耶氏書下ろしの Mango-Ache タワレコ

エプロン等身大 POP も登場と盛り沢山。リアル「Mango-che」に会いに来て下さい！タワレコ新宿先行発売の

Mango-Ache デビューシングル「Equal-Beauty!」ご購入先着で整理券付イベント参加券を差し上げます。 

■イベント日時：9/10(土)13：00～タワーレコード新宿７Ｆイベントスペース 
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 『℃-ute / 世界一 HAPPY な女の子』 

コーナー （7F フロア） 

左から   

『Mango-Ache（マンゴーエッグ）』 コーナー（7F フロア）、 

パネル展示模様 （10F フロア） 

左から 

 『THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 02』コーナー、

サイン入タワレコエプロン、 

長谷川明子さん着用衣装展示模様 （10F フロア） 

左から 『Daizy Stripper/月に銃声』コーナー、 

パネル展示模様 （7F フロア） 

左から 『THE KIDDIE/ THE KIDDIE Happy Spring Tour 2011 「kidd's now」 TOUR FINAL AKASAKA BLITZ』コーナー、 

パネル展示模様 （7F フロア） 



 

今度はカイジ！「タワレコエプロンバージョン」が登場！ざわざわ・・・再び！ 

DVD―BOX 発売を記念して行なわれる当店インストアイベントの特典が決定！ 

なんとカイジにタワレコエプロンを着ていただきました！この絵柄のポスターを手に入れる事が出来るのはインストア

イベント時のみ！激レアポスターを是非ゲットしてください！ 

■イベント本伸行先生・佐藤雄三監督・忘れらんねえよ 

■参加方法：忘れらんねえよ「C からはじまる ABC」ご購入・・・忘れらんねえよサイン入りポスター 

「逆境無頼 カイジ 破戒録編」DVD-BOX1 ご購入・・・イベント限定カイジエプロンポスター・抽選券上記 2 タイトル共

通・・・整理券番号付イベント参加券 

 

 

 

新宿店 K-POP コーナー(7F フロア) 今週のニュース 

 

 

 

 

 

 

 

＜新宿店で今週開催されるイベント情報＞ 

 

日付 時間 アーティスト名 イベント内容 

9/8（木） 16:00 
ミニライブ＆サイン会          

＆2 ショット撮影会 
三山ひろし     

9/8（木） 19:00 トーク & ミニライブ & 握手会 ＴЁЯＲＡ 

9/9（金） 19:00 トーク＆ミニライブ＆サイン会 

SISTER JET＜ジョニーB グッド歴代カヴァー

名盤＞トーク・ショー（with Music Shelf 竹部

吉晃さん）＆ライヴ＆サイン会 
9/10（土） 13:00 

記者会見＆抽選会＆握手会＆ 

サイン入りポストカードプレゼント Mango-Ache 

9/10（土） 13:00 撮影会 

TOWER RECORDS SHINJUKU PRESENTS 

春名風花ちゃん『はるかぜちゃんのしっぽ

（ω）』刊行記念撮影会 
9/10（土） 16:00 ミニライブ＆特典引換 青谷明日香 

9/10（土） 19:00 ミニライブ＆握手会 ねじ梅タッシと思い出ナンセンス 

9/11（日） 13:00 ミニライブ 城南海「兆し」ミニライブ   

9/11(日) 14:00 
トーク＆サイン会 

(サインは類家氏のみ) 
類家心平 トーク＆サイン会  

スペシャルゲスト タブゾンビ 

(from SOIL＆”PIMP” SESSIONS) 

9/11（日） 16:00 トーク＆抽選会 

DVD-BOX 発売記念イベント 

「鈴木先生」公開課外授業！ 

タワーレコード新宿編 

出演（予定）：長谷川博己（鈴木先生役）・ 

河合勇人監督・古沢良太（脚本家）    
9/11（日） 19:00 ミニライブ＆握手会 咲岡里奈 

9/12（月） 19:00 ＤＪプレイ＆サイン会 
「アキバ妄撮」発売記念インストアイベント 

出演：夢眠ねむ    
※イベント内容、時間等変更の場合がございます。詳しくはタワーレコード新宿店（TEL03-5360-7811）へお問合せ  

又は、タワーオンラインインストアイベント情報（http://tower.jp/store/event）にてご確認ください。 

◆ご取材ならびにこの件に関するお問い合わせ先◆ 

『K-POP LOVERS 5』開催！タワレコの大人気キャンペーン第 5 弾が早くも開催！ 

今回は日本デビュー間近の T-ARA が巻頭アーティストで登場。今回は対象商品お買上の方に先着で T-ARA 

デザインのアクセスカードをプレゼント！素敵なグッズが当たるキャンペーンです。 

新宿店では今回も大展開中です。 

展開期間 9/5（月）-11/6（日） 

展開場所 新宿店 7F 

タワーレコード株式会社 広報室 谷河（やがわ）、高橋、松本、伊早坂 TEL：03-3496-5245  Email：presstower.co.jp 
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