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タワーレコード新宿店では、オープン 18 周年（1998 年 10 ⽉ 10 ⽇オープン）を記念して、お客様に感謝の気持ちを込

めた「タワーレコード新宿店 18 周年祭」を開催します。 
 
「タワーレコード新宿店 18 周年祭」のテーマは『出会い』。 

⾳楽、⼈との出会いの場であり続けた 18 年。これからも良い出会いをご提供できるように様々なイベントを開催します。 
今回、「タワーレコード新宿店 18 周年祭」記念ポスターには、タワーレコード内にセルフレーベル〈HARUNAYA RECORDS〉

を設⽴、ニューシングル「えぇねんで」を発売した、はるな愛さんが登場します。同店で特別に撮り下ろしたオリジナルポ
スターを店内に掲出します。 

 
また、「タワーレコード新宿店 18 周年祭」インストアイベントには、MOROHA[10 ⽉ 5 ⽇（⽔）ミニライブ＆サイン会]

をはじめ、⾕⼭浩⼦と栗コーダーカルテット[10 ⽉ 10 ⽇（⽉・祝）ミニライブ+特典会]や SUPER BEAVER[10 ⽉ 13 ⽇（⽊）
トーク＆サイン会]、THE SKA FLAMES[10 ⽉ 21 ⽇（⾦）イベント内容未定]などの他、10 ⽉のインストアイベントは、タ
ワーレコード新宿店に縁のあるアーティストにご出演いただき、ライブからトークまで盛り沢⼭のイベントで皆さまをお迎
えします。今後もタワーレコード新宿店 HP にてイベント情報を随時発表します。「タワーレコード新宿店 18 周年祭」にご
期待ください。 

 
 さらに、『MOROHA×TOWER RECORDS SHINJUKU 18th ANNIVERSARY  

コラボタオル』（\1,500＋税）を、10 ⽉ 4 ⽇（⽕）よりタワーレコード新宿店限
定で発売することも決定しました。数量限定ですのでこの機会をお⾒逃しなく！ 

 
 

「タワーレコード新宿店 18周年⼤感謝祭」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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）、松本、伊早坂 TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp 

「タワーレコード新宿店 18 周年大感謝祭」開催！ 
18 周年記念ポスターに“はるな愛”が登場！ 

 
MOROHA、谷山浩子と栗コーダーカルテット、SUPER BEAVER、THE SKA FLAMES など 

新宿店縁のアーティストによる記念イベント開催！ 

「タワーレコード新宿店 18 周年祭」記念ポスター 
はるな愛 

MOROHA×タワーレコード新宿店 18th ANNIVERSARY 
コラボタオル 
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タワーレコード新宿店 18 周年記念イベント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜新宿店 10 ⽉インストアイベント＞ 
【10 ⽉ 1 ⽇（⼟）】 

・12:00〜 Blu-BiLLioN トーク＆サイン会   
・15:00〜 わたしのねがいごと。ミニライブ＆サイン会 
・18:00〜 妄想キャリブレーション ミニライブ＆特典会 
・21:00〜 waybee アコースティックライブ＆特典引換会  

【10 ⽉ 2 ⽇（⽇）】 
・15:00〜 Angelo（出演：Karyu,ギル） 特典お渡し会 
・18:00〜 THE BOHEMIANS ミニライブ＆サイン会  

【10 ⽉ 5 ⽇（⽔）】 
 ・20:30〜 タワーレコード新宿店 18 周年×MOROHA ミニライブ＆サイン会 
【10 ⽉ 8 ⽇（⼟）】 
 ・12:00〜 UCHUSENTAI:NOIZ アコースティックライブ(トーク有)＆フリー撮影会 
 ・14:30〜 ROTTENGRAFFTY 名刺お渡し会 
 ・18:00〜 GOTCHAROCKA 2 ショットチェキ撮影会  
【10 ⽉ 9 ⽇（⽇）】 
 ・18:00〜 リリカルスクール ミニライブ＆特典会 
 ・21:00〜 BULL ZEICHEN 88 トーク＆握⼿会 
【10 ⽉ 10 ⽇(⽉・祝）】 
 ・21:00〜 タワーレコード新宿店 18 周年×⾕⼭浩⼦と栗コーダーカルテット ミニライブ+特典会 
【10 ⽉ 12 ⽇(⽔）】 
 ・20:30〜 放課後プリンセス ミニライブ＆特典会 
【10 ⽉ 13 ⽇（⽊）】 

・20:00〜 タワーレコード新宿店 18 周年×SUPER BEAVER トーク＆サイン会 
【10 ⽉ 15 ⽇（⼟）】 

・13:00〜 グリーヴァ 6 ショット撮影会 
・15:00〜 BUZZ THE BEARS スペシャルアコースティックライブ＆ライブパネルサイン会 
・21:00〜 MINAMI NiNE ミニライブ＆サイン会  

【10 ⽉ 16 ⽇（⽇）】 
・12:00〜 Anli Pollicino トーク＆握⼿＆5 ショット撮影会 

【10 ⽉ 20 ⽇（⽊）】 
・21:00〜 TAMTAM ミニライブ＆サイン会 

【10 ⽉ 21 ⽇(⾦)】 
 ・20:00 〜 Kaya 握⼿会＆2 ショットチェキ撮影会 

・21:00 〜 タワーレコード新宿店 18 周年×THE SKA FLAMES イベント内容未定 
【10 ⽉ 22 ⽇(⼟)】 

・17:00〜 怪⼈⼆⼗⾯奏 3or2 ショット撮影会（-私服バージョン-） 
 ・21:00〜 プププランド ミニライブ＆特典引換会 
【10 ⽉ 23 ⽇（⽇）】 

・16:00〜 グラムヘイズ CD サイン・握⼿・6 ショットチェキ撮影会 
・18:00〜 THE THROTTLE ミニライブ＆サイン会 
・19:00〜 摩天楼オペラ CD ジャケットサイン＆握⼿会 
・21:00〜 関取花 ミニライブ＆サイン会 

【10 ⽉ 26 ⽇（⽔）】 
・20:30〜 FEST VAINQUEUR アコースティックライブ＆2 ショット撮影会 

【10 ⽉ 28 ⽇（⾦）】 
・21:00〜 カフカ ミニライブ＆サイン会 

【10 ⽉ 29 ⽇（⼟）】 
・15:00〜 DOG in The パラレルワールドオーケストラ トーク＆ハグ会  
・18:00〜 カラスは真っ⽩ ミニライブ＆サイン会  

※イベント情報はタワーレコード新宿店 HP にて随時発表します。詳細は HP にてご確認ください。 
タワーレコード新宿店 HP http://tower.jp/store/kanto/Shinjuku 
タワーレコード新宿店 Twitter https://twitter.com/TOWER_Shinjuku 

（左から） MOROHA、⾕⼭浩⼦と栗コーダーカルテット、SUPER BEAVER、THE SKA FLAMES 


