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タワーレコード春の JAZZ キャンペーン 
『JAZZ THE STARS！〜TOWER RECORDS presents 2018 Spring Jazz Campaign』

冊⼦表紙 

     

 
                                                        

 

 

 
 
 
 
タワーレコードでは、春の JAZZ キャンペーン『JAZZ THE STARS！〜TOWER RECORDS presents 2018 Spring Jazz 

Campaign』を 4 ⽉ 10 ⽇（⽕）より 6 ⽉ 17 ⽇（⽇）までの期間、開催します。 
 
本キャンペーンでは、J-JAZZ の⼈気アーティスト ADAM at、fox capture plan や TRI4TH などの⼈気バンドを擁す

る Playwright レーベルをはじめ、今年、レコード・デビュー40 年を迎える J-FUSION の⼈気バンド T-SQUARE に、4
⽉から新 TV アニメがスタートする「ルパン三世」で⾳楽を担当する⼤野雄⼆といったベテラン勢、そしてこの春、CD デ
ビューをする期待の新⼈アーティストなどを特集する他、最新新譜やタワーレコードのジャズバイヤーがセレクトした注
⽬作品、定盤名盤やベスト盤、ロングセラーなど多彩なラインナップでジャズの魅⼒を提案します。 

 
また、昨年のタワーレコード年間ジャズ・チャートで邦⼈ 1 位となった ADAM at が表紙を飾るキャンペーン冊⼦は、4

⽉ 10 ⽇（⽕）より店頭の他、タワーレコードのフリーマガジン「intoxicate」［4 ⽉ 20 ⽇（⾦）発⾏号内、中綴じにて
掲載）で全国 75 箇所にて配布、さらに、キャンペーンポスターも、ADAM at バージョンと、T-SQUARE バージョンの 2
種類を⽤意、渋⾕店や新宿店をはじめとした全国主要店舗にて掲出します。キャンペーン期間中、タワーレコードおよび
TOWERmini 店舗、タワーレコード オンラインにて対象商品をお買い上げの⽅に、応募抽選で豪華賞品を差し上げます。 

※TOWERmini ダイバーシティ東京 プラザ店、くずはモール店、ららぽーと甲⼦園店、もりのみやキューズモール店は対象外となります。 
※店舗とタワーレコード オンラインサイトでは対象商品に⼀部違いがございます。 
※掲出されるポスターは店舗によって異なります。 
 
さらに、J-JAZZ の⼈気アーティストによるタワーレコード限定盤 4 作品の販売も決定しました。 

POLYPLUS「release」［4 ⽉ 10 ⽇（⽕）\1,000＋税］、ADAM at/jizue/Schroeder-Headz「TOWER RECORDS presents 
COLOURS - VICTOR JAZZ NATION」［4 ⽉ 11 ⽇（⽔）\1,500＋税］、toconoma「BLUE YARD LIVE AT LIQUID ROOM
［CD+DVD］」［4 ⽉ 10 ⽇（⽕）\2,800＋税（A バージョン）\3,800＋税（B バージョン）］。 
 
■タワーレコード春のジャズキャンペーン 

『JAZZ THE STARS！〜TOWER RECORDS presents 2018 Spring Jazz Campaign』キャンペーンサイト 
http://tower.jp/jazz18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

（18014）
2018 年 4 ⽉ 2 ⽇

タワーレコード株式会社

タワーレコード春の JAZZ キャンペーン 4/10（火）より開催！ 
『JAZZ THE STARS！～TOWER RECORDS presents 2018 Spring Jazz Campaign』 

ADAM at がキャンペーン冊子表紙を飾る！ 
 

POLYPLUS/ADAM at/jizue/Schroeder-Headz/toconoma 
J-JAZZ の人気アーティストによるタワーレコード限定盤 4 作品の販売も！ 
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タワーレコード限定発売 4 作品概要 
◆POLYPLUS「release」 
2014 年 9 ⽉結成の 5 ⼈組インストセッションバンド、POLYPLUS（ポリプラス）は、サックスの TSUUJII（カルメラ）
とドラムの YOSHIAKI（175R）を中⼼に、キーボードの MELTEN（JABBERLOOP/fox capture plan）、ギターの Gotti
（Neighbors Complain）、ベースの YUKI（JABBERLOOP）らが集結したスーパー・バンド。“フロアを躍らせるセッシ
ョンを！”を合⾔葉に、⾼い演奏⼒とフロアを熱狂させる⼒は既に多くのリスナーを虜にしている。今年結成 4 年⽬に突
⼊し更なる⾶躍が待ち望まれていた中、CD と配信という形で、遂に全国のリスナーにその⾳楽をアピール！ 
【アーティスト】POLYPLUS  
【タイトル】「release」 
【収録曲】3 曲 
【発売⽇】4 ⽉ 10 ⽇（⽕） 
【品番】PWT-042 
【価格】￥1,000＋税 
【取扱い】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 
【商品情報】http://tower.jp/article/feature_item/2018/04/01/0102 
 
 
◆ADAM at/jizue/Schroeder-Headz「TOWER RECORDS presents COLOURS - VICTOR JAZZ NATION」 
JVC ケンウッド・ビクターエンタテインメントとタワーレコード・ジャズが、この春、強⼒タッグ！ 
ADAM at×jizue×Schroeder-Headz という話題のインストゥルメンタル・バンド 3 組による、タワーレコード限定スプ
リット・アルバムが登場！3 アーティストが共作/共演したアルバム・タイトル曲《COLOURS》（もちろん新曲！）に加
え、ADAM at、jizue はリリース予定のニューアルバムからの新曲を 1 曲先⾏収録！また Schroeder-Headz は、1 ⽉発
売の『ハルシュラ』よりタイトル曲の新リミックスを収録するなど、全 10 曲中 5 曲が新録⾳となる充実した内容です。 
【アーティスト】ADAM at/jizue/Schroeder-Headz   
【タイトル】「TOWER RECORDS presents COLOURS - VICTOR JAZZ NATION」 
【収録曲】10 曲 
【発売⽇】4 ⽉ 11 ⽇（⽔） 
【品番】NCS-10177 
【価格】￥1,500＋税 
【企画】TOWER RECORDS 
【取扱い】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 
【商品情報】http://tower.jp/article/feature_item/2018/03/02/0106 
※東海地区 8 店舗のみ、発売⽇は 4 ⽉ 7 ⽇(⼟)となります。 

・静岡県：2 店舗 静岡店、ららぽーと磐⽥店 
・愛知県：4 店舗 名古屋パルコ店、名古屋近鉄パッセ店、東浦店、⼤⾼店 
・岐⾩県：1 店舗 モレラ岐⾩店 
・三重県：1 店舗 鈴⿅店 

 
 
◆toconoma「BLUE YARD LIVE AT LIQUID ROOM［CD+DVD］」 
ベストセラーとなった 3rd アルバム『NEWTOWN』を携え、2017 年 7 ⽉から全国 6 都市を巡ってきたツアーの集⼤成
でありバンド史上最⼤キャパのワンマンであった恵⽐寿 LIQUIDROOM 公演（2018 年 2 ⽉ 10 ⽇）が、CD＆DVD でタ
ワーレコード限定リリース！※アパレルブランド「and wander」とのコラボアイテムのマグカップがプラスされた B バ
ージョンは、現在、⽣産数量（300 枚）に達したため予約受付を終了しております。 
【アーティスト】toconoma 
【タイトル】「BLUE YARD LIVE AT LIQUID ROOM［CD+DVD］」 
【収録曲】CD8 曲、DVD8 曲  
【発売⽇】4 ⽉ 11 ⽇（⽔） 
【品番】WHRCD-007（A バージョン）、WHRCD-009（B バージョン） 
【価格】￥2,800＋税（A バージョン）、￥3,800＋税（B バージョン） 
【取扱い】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 
【商品情報】http://tower.jp/article/feature_item/2018/03/10/0101 

「release」 

「TOWER RECORDS presents COLOURS - 
VICTOR JAZZ NATION」 

「BLUE YARD LIVE AT LIQUID ROOM［CD+DVD］」 
A バージョン、B バージョン 


