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タワーレコードが独自で行うストリーミング配信メディア「TOWER REVOLVE 

す。 

レコード嶺脇社

いるプロ書評家

トも参加予定です。ハロプロ愛をさらけ出しとことん語りつ

い。 

日（金）よりタワーレコード渋谷店または新宿店にて

の方に、「整理番号付きイベント入場券」を配布いたします。

また、今回、渋谷店、新宿店にて同誌をご購入のお客様には先着でオリジ

会＆ナカ G イラスト W 仕様ポスターを差し

上げます。なお、オリジナル特典はなくなり次第終了となります。 

 

 
また、11 月 14 日（木）～12 月 1 日（日）の期間、タワーレコード渋谷店 8F 

SpaceHACHIKAI で は 「 TOWER RECORDS SHIBUYA × HELLO ！ PROJECT 

OFFICIAL SHOP Petit Museu プロジェクトの未公開

タワレボURL : http://www.towerrevo.jp

                                      

 

 

 

 

アイドル応援＆紹介番組 「南波一海のアイドル三十六房」スペ

PROJECT（タワレボ）」のレギュラー番

グトークをする『南波

スペシャル～』を 11 月

ます。 

司会、タワーレコ

ー!プロジェクトの全シン

／2013 年 11 月 8 日発

時間かけて語りつくすロ

一海、ハロー！プロジ

長をはじめ、アイドル好きを公言する人気

＆プロ・インタビュアーの吉田豪が出演。

組「南波一海のアイドル三十六房」のスペシャル企画として、ハロー！プロジェクトについてロン

一海のアイドル三十六房 番外編～HELLO!PROJECT COMPLETE SINGLE BOOK 発売記念

9 日（土）18:30～23:30 にタワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO にて開催、ライブ配信し

 

このタワレボレギュラー番組「南波一海のアイドル三十六房」は、音楽ライター南波一海氏が総合

ードの嶺脇育夫社長が準レギュラーを務めるオンライン・トーク＆ライブ番組。今回は、ハロ

グルを完全掲載したムック本「HELLO!PROJECT COMPLETE SINGLE BOOK」（音楽出版社刊

売）の発売を記念した番外編スペシャル企画として、ハロー!プロジェクトをテーマにおよそ 5

ングトーク番組となりま

 

今回の番外編には、ハロプロ所属アーティストへ多数インタビューを行っている司会の南波

ェクトはじめ、コアなアイドル・ファンとしても知られるタワー

モデルの木村ミサ、ムック本内でも嶺脇社長と対談を行って

さらに、ハロー！プロジェクトを知り尽くしたスペシャルゲス

くすトークにご期待くださ

 

本イベントの参加方法は、予約者優先で 11 月 8

「HELLO!PROJECT COMPLETE SINGLE BOOK」をご購入

ナル特典として、スペシャル座談

m 2013」をオープン。ハロー! 

の衣装や映像、グッズ等の展示や、会場限定商品などの販売も行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 本件に関するお問合せ先   タワーレコード株式会社 広報室 担当：谷河（やがわ）、高橋、松本、伊早坂 

TEL  03-4332-0705   E-mail   press@tower.co.jp

シャル企画 

クイベント 
六房 番外編 

～HELLO! PROJECT COMPLETE SINGLE BOOK 発売記念スペシャル～」 

HELLO!PROJECT COMPLETE SINGLE BOOK

音楽出版社刊・ハロプロガイド BOOK 発売記念 トー
「南波一海のアイドル三十

11/9（土） 18:30～ 開催決定 
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■南波一海のアイドル三十六房 番外編 

K 発売記念スペシャル 

0 

渋谷店 B1F「CUTUP STUDIO」   

南波一海（総合司会）、嶺脇育夫（準レギュラー）、木村ミサ、吉田豪 

優先で、11 月 8 日（金）よりタワーレコード渋谷店または新宿店にて「HELLO! PROJECT COMPLETE 

差し上げます。 

約（ご購入）頂いた場合も、「整理番号付きイベント入場券」は、お一人様１枚までのお渡し

※「整理番号付きイベント入場券」は規定の枚数に達し次第、配布終了となります。 

※イベント当日は必ず「整理番号付きイベント入場券」を必ずお持ち下さい。（「入場番号確保券」ではイベントに参加

下さい。） 

～HELLO! PROJECT  COMPLETE SINGLE BOO

 

日時：   11 月 9 日（土） OPEN 18:00／START 18:30～23:3

場所：  タワーレコード

出演者： 

and more 

内容： トーク 

入場方法：  

ご予約者

SINGLE BOOK」をご購入の方に「整理番号付きイベント入場券」１枚

※「整理番号付きイベント入場券」の配布はお一人様１枚までとなります。 

対象商品を 2 点以上ご予

となります。 

出来ませんのでご注意

 

番組配信先： タワレボhttp://www.towerrevo.jp 

 

 

※※ 注意事項 ※※ 

・対象商品のご予約は対象店舗の店頭でのみ承っております。お電話等ではお受けできませ

・イベ

ん。 

ント当日は、お渡しした「整理番号付きイベント入場券」を忘れずにお持ち下さい。  

さいませ。 

付きイベント入場券」の配布は定員に達し次第終了いたします。終了後にご予約(ご購入)いただいても、

ださい  

載の整理番号順でのご案内となります。 

イベント入場券」をお持ちのお客様は、公演 30 分前にタワーレコード渋谷店 1F 階段前に集合してく

行はいたしませんので

行為は固くお断りしております。 

も交通費・宿泊費など

・会場内への飲食物の持ち込みは禁止となっております。 

・会場内にロッカーやクロークはございません。手荷物の管理は自己責任にてお願い致します。 

・イベント当日は係員の指示に必ず従ってください。係員の指示に従っていただけない場合、イベントへのご参加をお

断りすることがございます。 

・アーティストの都合によりイベントの内容変更や中止がある場合がございます。予めご了承ください。 

・ご来場のお客様は配信画像に映る可能性がございますので、ご了承のうえご参加ください。  

・今回のイベントは終演が 23時以降となりますので、18 歳未満及び高校生以下の青少年のお客さまは、保護者同伴

でも ご入場いただけません。  

・「整理番号付きイベント入場券」配布時もしくはイベント入場時に身分証明書のご提示をお願いする場合がございま

すので、予めご了承下さい。 

 

 

 

 

 

・予約時にお渡しした入場番号確保券のみでのイベントへの入場は出来ませんのでご了承下

・「整理番号

「整理番号付きイベント入場券」はお付けできませんのでご注意く 。

・入場は「整理番号付きイベント入場券」に記

・既に入場が始まっている場合は最後尾からのご入場となります。  

・「整理番号付き

ださい。 

・「整理番号付きイベント入場券」又は「入場番号確保券」を紛失・盗難・破損された場合、再発

ご注意ください。 

・イベント対象商品の返品・返金は一切出来ませんので予めご了承下さいませ。 

・イベント中はいかなる機材においても録音/録画/撮影は禁止となっております。  

・会場周辺での徹夜等の

・会場までの交通費・宿泊費はお客様自身のご負担となります。またイベントが中止の場合で

の補償は致しません 
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商品情報 

HELLO!PROJECT COMPLETE SINGLE BOOK 

11 月 8 日（金） 

品番： 9784861711091 

×HELLO！ PROJECT COMPLETE SINGLE BOOK スッペシャ～ル

ター 

IAL SHOP Petit Museum 2013

発売日： 2013 年

出版社： 音楽出版社 

価格： 3,000 円（税込） 

規格

タワーレコード渋谷店・新宿店オリジナル特典：  

アイドル三十六房

ZINE～ 

ハロー！プロジェクトの PV をめぐる座談会＋ナカ G イラスト W 仕様ポス

（なくなり次第終了） 

 

TOWER RECORDS SHIBUYA×HELLO！PROJECT OFFIC  

日）11◆開催期間： 2013 年 11 月 14 日（木）～12 月 1 日（ ：00～21：00（最終入場 20:30） 

IKAI」 

◆入場料： 300 円（再入場不可）※小学生以下無料 

 入場特典・・・入場時に、ハロプロメンバー（モーニング娘。・Berryz 工房・℃-ute・スマイレージ・光井愛佳・

Juice=Juice）のソロ生写真のいずれかを入場券１枚につき１枚プレゼント。 

バーのご指定は出来ません。ランダムでのお渡しとなります。 

◆開催場所： タワーレコード渋谷店 8F「SpaceHACH

※メン

※配布期間によって、メンバーは異なります。予めご了承ください。 

 

 

 
木村ミサ 

「Zipper」をはじめ、各種雑誌に読者モデルとして活躍。明るい笑顔と、ポップな表情で「ミサミサ」の相性で慕われて

いる人気モデル。コラボレーションによる商品開発、モデルだけでなく、156 ㎝の身長の低さを生かしたコーデや、広く

ンジなども注目を浴びている。また、アイドルに詳しく雑誌などでもアイドルについて語るチャレンジしているヘアアレ

など、ジャンルにとらわれず活躍中。 

 

吉田豪 
プロ書評家＆プロ・インタビュアーにして、現在、雑誌・新
豪が喋る!!道場破り プロレスラーガチンコインタビュー集』『人間コク宝』『

聞などで連載数が 20 を超えるライター。主な著書は『吉田
サブカル・スーパースター鬱伝』など。 

 

 

TOWER REVOLVE PROJECTとは 

タワーレコードでスタートするストリーミング＋SNSの新しいメディアです。 

サービスではありません。 

では、この新メディアの「VALUE」とは? 

でもどこでも手に入れられる時代。 

これからの「VALUE」は、「TRUST」＋「COMMUNICATION」の様なもの。 

新しい興味や発見や刺激があって、面白くてポジティブなエネルギーが渦巻いている感じ。 

もっと言えば、「LOVE」のようなものかもしれません。 

今回のプロジェクト名の「REVOLVE」は「REVOLUTION」の語源で、 

「あれこれ思考する・思案する」と言う意味。 

その中に、新しいメディアにとって大切な「VALUE」の「LOVE」を表現しました。 

この新しいメディア自体が試行錯誤をくりかえしていく中で、 

音楽を通して皆さんとタワーレコードにとっての新しい「VALUE」を生み、 

それが、新しくて前向きな変化や価値観を生んでいければと思います。 

タワレボURL : http://www.towerrevo.jp

ただ、「ストリーミング＋SNS」のメディア自体はもはや新しい

単に音楽の情報であればいつ

 


