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     2018 年 6 月 22 日 

タワーレコード株式会社 

PRESS RELEASE 

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 谷河（やがわ）、松本、寺浦  

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

SUPER BEAVER を抜擢したタワーレコード 2 大企画が決定！ 

「NO MUSIC, NO LIFE?」ポスター出演 

＆ 

SUPER BEAVERがキュレーターのライブイベント「Bowline」開催 

アルバム『歓声前夜』購入者にはそれぞれの企画に関わる特典も 

 

 タワーレコードでは、6 月 27 日（水）にニューアルバム『歓声前夜』をリリースする SUPER BEAVER と

のコラボレーションが実現。「NO MUSIC, NO LIFE?」ポスターへの初登場、さらに、タワーレコードが主

催するライブ「Bowline」のキュレーターを務めるという 2 大企画が決定しました。 

 

 SUPER BEAVER が出演する「NO MUSIC, NO LIFE?」ポスターは、6 月 22 日（金）より、タワーレコ

ードおよび TOWERmini 全店にて順次掲示されます。 

 一方、毎回 1 組のアーティスト、バンドがキュレーターとなり、それぞれのテーマに沿ったアーティスト

達を招きライブを行うタワーレコードの人気ライブ企画「Bowline」では、今回のテーマを＜現場至上主義

＞とし、大阪・なんば Hatch にて 11 月 12 日（月）、東京・新木場 STUDIO COAST にて 11 月 17 日（土）

にそれぞれ開催が決定しました。 

 また、タワーレコード、TOWERmini 全店ならびにタワ

ーレコード オンライン（http://tower.jp/）で、ニューア

ルバム『歓声前夜』を購入したお客様に、先着で「NO 

MUSIC, NO LIFE?」ポスター絵柄のはがきサイズカードを

差し上げます。 

はがきサイズカード裏面の QR コードより、①「Bowline」

チケットの最速先行のお申込み（シリアルナンバー付）と

②抽選で 30 名様に「NO MUSIC, NO LIFE?」ポスターが

当たるキャンペーンにご応募頂けます。 

 

■「NO MUSIC, NO LIFE?」ポスター 

2018 年 6 月 22 日（金）より、全国のタワーレコード、 

TOWERminiならびにタワーレコードのフリーマガジン 

「bounce」などで随時、掲示、掲載されます。 

 

NO MUSIC, NO LIFE.ポスターギャラリー 

http://tower.jp/nomusicnolife 
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■TOWER RECORDS presents Bowline 2018  curated by SUPER BEAVER ＆TOWER RECORDS 

○キュレーター SUPER BEAVER 

 東京出身 4 人組ロックバンド。メジャーデビューから自主

レーベル設立まで様々な経験をしつつも、現在のレーベル

[NOiD]に所属してから人気が再熱。2017 年 9 月 6 日にミニ

アルバム「真ん中のこと」をリリースし、オリコン初登場 6

位を記録。そのリリースツアーも各地自身最大キャパながら、

ZeppTOKYO 2DAYS を含む、全国 27 公演を全てソールドア

ウトさせる。昨年はボーカルの渋谷龍太が、ニッポン放送「オ

ールナイトニッポン ZERO」のパーソナリティを 1 年間担当。

2018 年 4 月 30 日には、日本武道館での単独公演を開催し、

即完売で約 10,000 人を魅了した。6 月 27 日には 2 年ぶりと

なるフルアルバム「歓声前夜」のリリースを予定している。 

○キュレーションテーマ ＜現場至上主義＞ 

目の前で鳴る音、表情、息遣い、空気、間、温度。 

オンステージした姿が全て。オンステージして見る景色が全て。 

そういうバンドが作る一日。痺れる一日 

SUPER BEAVER 

○概要 

－大阪－ 

開催日時：2018 年 11 月 12 日（月）17:00 開場 18:00 開演 

会場：なんば Hatch 

出演：SUPER BEAVER and more 

チケット：１F スタンディング/2F 指定 4,400 円（税込・1D 別） 

※3 歳以上チケット必要／未就学児童は、保護者同伴の場合のみ入場可能 

－東京－ 

開催日時：2018 年 11 月 17 日（土）13:00 開場 14:00 開演 

会場：新木場 STUDIO COAST 

出演：SUPER BEAVER and more 

チケット：全自由 5,400 円（税込・1D 別） 

※3 歳以上チケット必要／未就学児童は、保護者同伴の場合のみ入場可能 

○アルバム『歓声前夜』タワーレコード購入者限定チケット最速先行 

6 月 27 日発売ニューアルバム『歓声前夜』をタワーレコード（全店・オンライン）でご購入いただいた方

にお渡しするはがきサイズカードをご覧のうえ、お申込みください 

 受付期間 6 月 26 日（火）12:00～7 月 9 日（月）23:59 

 受付 URL http://pia.jp/v/bowline18tower/ 

※お申込みには、ぴあ会員番号とはがきサイズカードに記載のチケット申込シリアルナンバーが必要となります 

※はがきサイズカードは、数量限定となり先着順にてお渡しとなります 

○オフィシャル先行 

 受付期間 7 月 10 日（火）12:00～7 月 17 日（火）23:59 

○一般発売 

 2018 年 8 月 25 日（土）10:00～ 

http://pia.jp/v/bowline18tower/
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○Bowline（ボウライン）とは 
 

毎回 1 組のアーティストをキュレーターとし、そのアーティストと共同で出演アー  

ティストの選定や企画を行うライブイベント『Bowline』。 

『Bowline』は、ロープの端に固定した輪をつくる結び方のひとつで、結んだ際の強  

度が 高く「結び 目の王」（King of knots）と呼ばれています。このライブイベン 

トを通して、音楽ファンと音楽やアーティストを簡単にはほどけない結び方でつな 

げたい、そんな気持ちを込め「Bowline」と名付けられています。 

オフィシャルサイト www.bowlinelive.jp 

 

■対象商品 SUPER BEAVER ニューアルバム『歓声前夜』 

アーティスト名 ：SUPER BEAVER 

タイトル  ：歓声前夜 

発売日  ：6 月 27 日（水） 

レーベル  ：[NOiD]/murffin discs 

価格  ：初回限定盤/3,300 円＋税 

  ：通常盤 /2,750 円＋税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ニューアルバム『歓声前夜』タワーレコード購入特典 

「NO MUSIC, NO LIFE?」ポスター絵柄はがきサイズカード先着プレゼント 

「NO MUSIC, NO LIFE?」ポスター抽選プレゼント 

「Bowline」最速先行申込みシリアルナンバー 

 

6 月 27 日発売ニューアルバム『歓声前夜』をタワーレコード（全店・オンライン）で 

ご購入いただいた方に、SUPER BEAVER「NO MUSIC, NO LIFE?」ポスター絵柄のはがきサイズカード

を先着でプレゼント。はがきサイズカードには、SUPER BEAVER キュレーターの「Bowline」最速先行に

お申込みいただけるシリアルナンバーが記載されています。 

またさらに、「NO MUSIC, NO LIFE?」ポスターが 30 名様に当たる抽選にもご応募いただけます。 

※PC・スマートフォンからのご応募となり、ご応募にはタワーレコードメンバーズへの登録が必要になり

ます。 

歓声前夜（初回限定盤） 歓声前夜（通常盤） 

http://www.bowlinelive.jp/

