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   タワーレコード渋谷店 K-POP NEWS 
 

Led apple 日本デビュー記念  

Led apple × TOWER RECORDS SHIBUYA スペシャル企画開催！ 
TOWER RECORDS CAFE とコラボした“レッド・アップルパイ”の限定販売やイベントも 

 

 タワーレコード渋谷店では、韓国の男性グループ“Led apple”が 7 月 31 日（水）にアルバム「KISS TOUR」

で日本デビューすることを記念して、パネル展やインストアイベント、“レッド・アップルパイ”の数量限定販

売など、Led apple とコラボレーションしたスペシャル企画を開催します。 
 

＜Led apple 日本デビュー記念パネル展＞ 

 開催期間：7月 30 日（火）～8月 5日（月） 開催場所：タワーレコード渋谷店 4F 

 内  容：Led apple 日本デビュー記念パネル展の開催及び、開催期間中渋谷店にて「KISS TOUR」をお買上げ 

      いただいた方に抽選で展示パネルの縮小版をプレゼント！ 
 

＜Led apple × TOWER RECORDS CAFE presents“レッド・アップルパイ”数量限定販売＞ 

 販売日時：8月 2日（金）B1F「CUTUP STUDIO」でのイベント中 ※各回無くなり次第終了 

 販売場所：B1F「CUTUP STUDIO」 

 内  容：TOWER RECORDS CAFE とコラボレーションしたアップルパイ“レッド・アップルパイ”（600 円） 

      を 8 月 2日（金）のみイベント会場限定で数量限定販売します。 
  

 ※8 月 2日（金）の＜イベント参加券＞をお持ちの方のみ会場へご入場いただけます。 
 

＜Led apple「KISS TOUR」発売記念 TOWER RECORDS KISS TOUR@タワーレコード渋谷店 B1F「CUTUP STUDIO」＞ 

 ●8 月 2日（金）13 時/16 時/19 時 

 内  容：ライブ＆KISS 会 ※ライブのセットリストは毎回異なります。（予定） 

      ☆レッド・アップルパイを 8月 2日（金）のみ会場限定で販売いたします。 

 ●8 月 16 日（金）13 時/16 時 

 内  容：ライブ＆KISS 会 ※ライブのセットリストは毎回異なります。（予定） 

 [KISS 会]対象商品に封入されている KISS CARD にメンバーが KISS をいたします。 

 ★通常盤にはメンバー5人の内 1人の絵柄の KISS CARD がランダム封入されています。 

 “その絵柄のメンバー”より KISS を受けることができます。 

 ★限定盤にはメンバー5人の集合写真の絵柄の KISS CARD が封入されています。 

 “5人の内 1人”より KISS を受けることができます。 
 

 参加方法：タワーレコード渋谷店にて、ご予約者優先で対象商品をお買上げのお客様に先着で、＜イベント参 

      加券＞及び＜KISS 券＞を差し上げます。 

 対象商品：7月 31 日（水）発売 Led apple 日本デビューアルバム「KISS TOUR」 

      [通常盤]品番：POCS-1094（CD） 価格：1,800 円（税込） 

          ※メンバー5人の内 1人の絵柄の KISS CARD がランダム封入 

      [限定盤]品番：POCS-9032（CD＋DVD＋フォトブック） 価格：2,500 円（税込） 

          ※メンバー5人の集合写真の絵柄の KISS CARD が封入 
 

 ※CD のご購入枚数に関わらず、＜イベント参加券＞はお 1人様につき各回 1枚の配布となります。 

 ※＜KISS 券＞は対象商品のご購入につき 1枚差し上げます。＜KISS 券＞の枚数分の回数、KISS を受けることが出来ます。 

 ※対象商品のご予約/ご購入時にご希望の回をお選びいただけます。各回定員に達し次第、その回をお選びいただけない場合がございます。 

 ※＜イベント参加券＞＜KISS 券＞は数に限りがございます。予定枚数に達し次第配布終了となります。 

 ※イベントには対象商品に封入されている“KISS CARD”を必ずお持ちください。いかなる理由があっても“KISS CARD”以外の物には KISS 

  を受けることができません。 

 ※各回開始 30 分前までに階段にお集まりください。 

 ※＜イベント参加券＞は整理番号入りとなりますが、整理番号は先着順ではなくランダムの発行となります。 

 ※対象商品のご予約は、お電話（03-3496-3661）でもお受けいたします。タワーレコード オンライン（http://tower.jp/）の店舗予約 

  サービスもご利用いただけます。 

 ※アーティストへのプレゼント・手紙・メッセージカード等はお受けいたしません。 
  

 イベント参加特典：対象商品のいずれか 2枚を同時購入していただいた方に先着で各メンバーおよびメンバー全員の 6 

      種の生写真のうち 1枚をイベント時にランダムで差し上げます。 
 

 ☆渋谷店以外の店舗でのイベントは 2ページ目をご覧ください。 
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＜Led apple「KISS TOUR」発売記念 TOWER RECORDS KISS TOUR スケジュール＞ 

●入場方法等各イベント詳細については、タワーレコード オンライン内インストアイベントページ（http://

tower.jp/store/event/）をご確認ください。 

 

●7 月 19 日（金）19 時 タワーレコード梅田 NU 茶屋町店 

会場：イベントスペース 内容：ミニライブ＆握手会 

 

●7月 20 日（土）16 時/18 時 タワーレコードあべの Hoop 店 

会場：1F オープンエアプラザ 内容：ミニライブ＆握手会 

 

●7 月 21 日（日）16 時 タワーレコード難波店 

会場：4F イベントスペース 内容：握手会 

 

●7 月 26 日（金）18 時 30 分 タワーレコード名古屋パルコ店 

会場：イベントスペース 内容：握手会 

 

●7 月 27 日（土）16 時 タワーレコード名古屋近鉄パッセ店 

会場：屋上 内容：ミニライブ＆握手会 

 

●7 月 28 日（日）14 時 タワーレコード鈴鹿店 

会場：専門店街 1F 中央コート 内容：ミニライブ＆握手会 

 

●7 月 31 日（水）16 時 タワーレコード吉祥寺店 

会場：ヨドバシ 2F イベント会場 内容：KISS 会 

 

●8 月 1日（木） 16 時 タワーレコード池袋店 

会場：6F 特設会場 内容：KISS 会 

 

●8 月 2日（金）13 時/16 時/19 時 タワーレコード渋谷店 

会場：B1F「CUTUP STUDIO」 内容：ライブ＆KISS 会 

 

●8 月 3日（土）16 時 TOWERmini ダイバーシティ東京 プラザ店 

会場：ダイバーシティ フェスティバル広場（野外） 内容：アコースティックライブ＆KISS 会 

 

●8 月 4日（日）16 時 タワーレコードアリオ上尾店 

会場：アリオ上尾野外イベント会場 内容：アコースティックライブ＆KISS 会 

 

●8 月 10 日（土）12 時 タワーレコード LALA ガーデンつくば店 

会場：プラザステージ 内容：アコースティックライブ＆KISS 会 

 

●8 月 11 日（日）12 時 タワーレコード新宿店 

会場：7F イベントスペース 内容：KISS 会 

 

●8 月 16 日（金）13 時/16 時 タワーレコード渋谷店 

会場：B1F「CUTUP STUDIO」 内容：ライブ＆KISS 会 

 

【イベント参加特典】 

対象商品のいずれか 2 枚を同時購入していただいた方に先着で各メンバーおよびメンバー全員の 6     

種の生写真のうち 1枚をイベント時にランダムで差し上げます。 

 

【イベントに関するお問い合わせ】 

ユニバーサル ミュージック カスタマー・サービスセンター TEL:045-330-7213（平日 10:00-18:00） 

 

 

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（やがわ）、伊早坂、松本、高橋 

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



Led apple（レッドアップル） 

2010 年 10 月 7 日、デジタルシングル「LEDApple」でデビュー。グループ名は憧れの伝説的グループ、レッド・

ツェッペリンの Led に、新鮮な林檎のような新しい音楽を表す Apple を結合。その名前にふさわしい歩みをす

る覚悟で活動をスタートさせた。20 世紀がレッド・ツェッペリンならば、21 世紀は Led apple という信念の下、

ライブとパフォーマンスを融合させたパフォーマンス・バンドとして活動中。2013 年 7 月には、『KISS TOUR』

で日本デビュー。2012 年第 20 回大韓民国文化芸能大賞歌謡部門アイドル新人歌手賞受賞。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

●Led apple『KISS TOUR』2013.07.31 Release 

発売元：STARKIM entertainment  販売元：ユニバーサルミュージック合同会社 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

限定盤（CD+DVD＋40P フォトブック）品番：POCS-9032  通常盤（CD）品番：POCS-1094 

2,500 円（税込）                   1,800 円（税込） 

★KISS CARD（メンバー集合写真）           ★KISS CARD（メンバー別写真 5種類ランダム） 

[CD]                         [CD] 

1. ギミ・君・LOVE                   1. ギミ・君・LOVE 

2. Fly high                     2. Fly high 

3. Bad boys                      3. Bad boys 

4. Someone met by chance               4. Someone met by chance 

5. Run to you                                        5. Run to you 

6. Time is up                                        6. Time is up 

7. SADNESS                                           7. SADNESS 
 

[DVD] 

1. ギミ・君・LOVE Music Video 

2. ギミ・君・LOVE Music Video Making Story 

3. 1st Mini Album in JAPAN Jacket Making Story 

4. Time is up @ Led apple 一歩 Concert(2013/5/3) In JAPAN  

5. Led apple 一歩 Concert(2013/5/3) In JAPAN Making Story 
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