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タワーレコード新宿店で、いま もオススメしているアーティスト・ 

大展開している CD など他では行っていないキャンペーンやイベント情報を、 

「タワーレコード新宿店ニュース」として毎週お届けいたします。 

新宿だから流行っている CD、音楽市場と時事情報にともなって嗜好も日々変化しています。 
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そんな流行や変化に敏感な新宿店の文化をウィークリーでご紹介します。 

  

タワーレコード新宿店ウィークリー情報（10/6-10/12） 

 

新宿店で開催しているキャンペーン！ 

●タワーレコード新宿店 12 周年祭 開催！ 
太平洋不知火楽団、MOROHA、THE ラブ人間のタワー初インストア！ 

集めてお得なタワレカードを 3 日間配布も！ 

タワーレコード新宿店は、2010 年 10 月 10 日（日）のオープン 12 周年を記念して、10 月 9 日（土）～11 日（月・祝）の

期間、「タワーレコード新宿店 12 周年祭」を開催いたします。 

 

① タワレカード 3 日間連続配布！ 

3,000 円（税込）以上お買い上げのお客様を対象に、次回以降、店頭で使えるお得なタワレカードを配布。 

 

② 「奮い立て CD ショップにて！～見逃しちゃいけないものがタワレコ新宿にはあるんだ～ 

新宿店インディーズ・バイヤーが選んだ今後要注目のアーティストが出演するインストア・ライブ！ 

日 時：10 月 10 日（日） 14 時スタート 

場 所：タワーレコード新宿店 7F イベントスペース http://tower.jp/store/Shinjuku 

出 演： 太平洋不知火楽団 / MOROHA / THE ラブ人間 and more! 

入場フリー 

 

このイベントは、タイトルにも込められている通り、新宿店が“今後を注目しているアーティストを観て、知っていただ

く”為のショーケース的インストア・ライブ。才能溢れる若手アーティストに大いに未来を感じている新宿店が作り上げ

るイベントです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●SPECIAL OTHERS T シャツ展＆パネル展開催！ 
ニューアルバム「THE GUIDE」発売を記念して、これまでのスペアザ・オフシャル T シャツを 20 点展示。 

また、ライブ写真を使用したパネル展も同時開催。圧巻です！ 

開催日時：10 月 5 日（火）～10 月 18 日（月） 

 

 

 

 

 

 

左から  

スペシャル・アザース 

コーナー 

オフィシャル T シャツ 

ライブ写真パネル展示

パネル展示 

（7F フロア） 

THE ラブ人間 MOＲOHA 太平洋不知火楽団 
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●秦基博 ご本人使用ギター展示！ 
ニューアルバム「Documentary」発売記念でご本人使用ギターを展示！ 

開催日時：10 月 5 日（火）～10 月 18 日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

●ゆるらくキャンペーン 上映会開催！ 
前回の好評を受け帰ってきました落語上映会。今回は金曜に曜日を移して 3 回上映。 

10/8（金） 宿替え 桂枝雀 

10/22（金） 代書 桂枝雀 

11/5（金）はてなの茶碗 桂米朝 

 

 

 

 

 

 
新宿店アニメ専門コーナー（10F フロア） 今週のニュース 

●10/16（土） 平野綾サイン会～直筆サイン＆お名前入り２L 版写真をプレゼント～開催！ 
イベント当日、「直筆サイン入り２Ｌ版写真」に対象商品をご購入されたお客様のお名前を、なんと！平野綾さんが記

入してプレゼント！ご予約者優先で新宿店、渋谷店にて 10/8（金）発売「Aya FILE.2-All Off Shot Album-」をお買い上

げの方に先着で整理番号付イベント参加券を配布いたします！ 

 

対象商品タイトル：スペースクラフト・エンタテインメント刊 平野綾写真集「Aya FILE.2-All Off Shot Album-」 

開催日時：10 月 16 日（土） 14：00 スタート、16：00 スタート ※イベント内容に違いはございません。 

開催場所：タワーレコード新宿店 10F イベントスペース 

イベント内容：直筆サイン入り２Ｌ版写真プレゼント 

問い合わせ先：タワーレコード新宿店 03-5360-7811 

※その場で平野綾さんが特典の２L 版写真に、お客様のお名前をお入れしてプレゼントするイベントです。 

※握手いただくことは出来ません。ご了承ください。 

※商品を 2 点以上ご予約（購入）の場合も、予約（購入）点数に関わらず整理番号付イベント参加券はおひとり様 1 枚まで、どちらか 1 公演とさせて頂きま

す。 

 

新宿店 K-POP コーナー(7F フロア) 今週のニュース 新宿店の K-POP コーナー(7F)が大人気！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週新宿店がオススメするのは･・・「K-POP 輸入盤スーパープライス開催中！」 

現在大ブレイク中の少女時代、KARA を始め BIGBANG、SHINee、SUPER JUNIOR など K-POP の人気商品が 

なんと\1500！この機会に K-POP の魅力にドップリとハマって下さい。 

引き続き新宿店では、少女時代、KARA の等身大パネルを設置。K-POP に触れるなら断然新宿店です！ 

 

 

 

ゆるらくキャンペーン 

（10F フロア） 

秦基博「Documentary」 

コーナー、ご本人使用ギター 

（7F フロア） 
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新宿店 今週のイチオシ大展開 

●BEAT CRUSADERS「REST CRUSADERS」 

●ムック「カルマ」 

●黒木メイサ「LOL！」 

●キングコング「キングコングのあるコトないコトDVD～芸人オールスター戦・1 回表～」 

●JOHN LENNON「ジョンレノン BOX 他」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新宿店で今週開催されるイベント情報＞ 

日付 日付 時間 時間 アーティスト名 アーティスト名 イベント内容 イベント内容 

10/6（水） 18：30、19：15、20：00 
THE ポッシボー 

※メンバー未定 ソロ握手会 

10/7（木） 18:00 大塚広子  フリーDJ ライブ＆サイン会 

10/7（木） 18:30 キングコング トーク＆握手会 

10/8（金） 19:00 藤田麻衣子   ミニライブ&サイン会＆握手会 

10/9（土） 19:00 黒木メイサ   トーク＆握手会 

10/10（日） 14:00 

TOWER RECORDS新宿店 12周年記念祭

『奮い立て CD ショップにて！ 

～見逃しちゃいけないものが 

タワレコ新宿にはあるんだ～』  

出演：太平洋不知火楽団、MOROHA、

THE ラブ人間 

スペシャルイベント 

10/11（月・祝） 15:30 山中千尋 ミニライブ&サイン会 

10/11（月・祝） 19:00 TWEE GRRRLS CLUB ライブ＆DJ＆トーク＆特典引換会 

10/12（火） 20:00 

北神未海(CV 小川真奈) with ＭＭ学園

合唱部 /氷室衣舞（CV 菅谷梨沙子

/Berryz 工房）両 A 面シングル 

『おしゃれマイドリーム/エレガントガール』

発売記念イベント出演：あゆべえ  

ソロ握手会 

※イベント内容、時間等変更の場合がございます。詳しくはタワーレコード新宿店（TEL03-5360-7811）へお問合せ  

又は、タワーオンラインインストアイベント情報（http://tower.jp/store/event）にてご確認ください。  
  

BEAT CRUSADERS 

「REST CRUSADERS」コーナー

（7F フロア） 

ムック「カルマ」コーナー 

（7F フロア） 

黒木メイサ「LOL！」コーナー 

（7F フロア） 

キングコング 

「キングコングのあるコトないコト DVD 

～芸人オールスター戦・1 回表～」コーナー 

（10F フロア） 

JOHN LENNON「ジョンレノン BOX 他」コーナー 

（8F フロア） 

◆ご取材ならびにこの件に関するお問い合わせ先◆ ◆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）、高橋、松本、伊早坂  タワーレコード株式会社 広報室 谷河（やがわ）、高橋、松本、伊早坂  

TEL：03-3496-5245  Email：presstower.co.jp TEL：03-3496-5245  Email：presstower.co.jp 
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