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タワーレコード新宿店で、いま最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。 

タワーレコード新宿店ニュース 40 

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（1/12-1/18） 

 

新宿店で開催しているキャンペーン！ 

新宿店限定！ モバイル会員ポイント３倍キャンペーン開催！   
期間は、1/18（火）,19（水）,25（火）,26（水）の 4 日間。 

新宿店限定のお得な 4 日間。この機会に是非！ 

 

『坂本真綾/You can't catch me』 

デビュー15 周年 YEAR を締めくくるオリジナル・アルバムが遂に完成！ 衣装展開催！ 
新宿店で発売を記念してなんと貴重な衣装展示を開催！ 

デビュー以来彼女を応援してきた新宿店ならではの企画。ぜひご来店下さい。 

 

 

 

 

 

 

『ストレイテナー/STOUT』発売記念パネル展開催！ 
これまで披露してきた数々の名曲を、今回新たに再録音をしたセルフ・カバー・アルバムが登場！ 

新宿店では発売を記念してパネル展を開催！そしてなんとお買い上げの方に応募抽選でパネルをプレゼント！ 

彼等の勇姿をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

『SuG/Crazy Bunny Coaster』NEW シングル発売記念 パネル展開催！ 
『SuG/Crazy Bunny Coaster』のニューシングル発売を記念してパネル展開催！ 
対象商品をお買い上げいただいた方に応募抽選でパネルをプレゼント！お早めにご来店下さい。 
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左から 

『坂本真綾/You can’t catch me』 

コーナー 10F フロア、7F フロア 

『ストレイテナー/STOUT』コーナー 

7F フロア 

左から 『SuG/Crazy Bunny Coaster』コーナー、パネル展模様 

7F フロア 

衣装＆サイン＆写真展示模様

7F エスカレーター前 

ストレイテナー パネル展模様 

7F フロア 



 

新宿店アニメコーナー(10F フロア) 今週のニュース  

 

まるで人形のように美しい。ヴィクトリカがご来店＆エプロン着用！ 
2011 年 1 月 7 日（金）よりテレビ東京他にて放送がスタートした TV アニメ 

「GOSICK-ゴシック-」より、主人公のヴィクトリカがタワーレコードにご来店！ 

  

タワレコエプロン着用のレアなヴィクトリカの姿は関東ではここでしか見られません！ 

さらに、等身大ヴィクトリカについている QR コードを読み取ると、レアな 

タワレコエプロン ver.ヴィクトリカの FLASH 待受をダウンロードできます！ 

 

3/2 発売の OP 主題歌、『yoshiki*lisa/Destin Histoire』（限定盤\1,890/通常盤\1,260) 

をご予約者先着で、タワーエプロン ver.のヴィクトリカオリジナルポスターがもらえます！ 

 

 

今最も熱い！1st ブルーレイ/DVD 発売記念、スフィアパネル展開催中！ 
2011 年 1 月 1 日発売のスフィア 1st ブルーレイ/DVD『～Sphere's rings live tour 2010～ FINAL LIVE』の発売を記念

して、タワーレコード新宿店 10Ｆにてレアなパネル展を開催中！ 

ステージの熱気をそのまま切り取ったような素敵な写真の数々に思わず顔がほころんでしまいます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

キラキラ系エレクトロ・ポップ・ユニット「アルバトロシクス」のリミックスアルバム!!  

タワレコ新宿店で取り扱い開始！！ 
同人サークル IOSYS 発のアルバトロシクスのニュー・リミックスアルバムがなんとタワレコ新宿店で購入できます！ 

合わせて、IOSYS 関連のＣＤも取り扱いを開始！ 

タワーレコード新宿店 10Ｆアニメコーナーにて特集コーナーを 

設けておりますので、是非お立ち寄り下さい！ 

タワレコでも、IOSYS が買えるんです！ 

 

 

 

 

「No A-pop,No-Life!」 タワレコ新宿店でまたもインストアイベント決定！ 
同人音楽界でその名を響かせる Dystopia Ground の 

ニューシングル『Dystopia Ground #004』の発売を記念して 

トーク＆ミニライブ＆サイン会が決定！ 

日時：1/24（月）19：00～ 

タワーレコード新宿店 7F イベントスペース 入場：フリー 

1/2 発売『DystopiaGround#004』もしくは 12/24 より

『DystopiaGround#003』ご購入の方に先着でそれぞれサイン 

会参加券を差し上げます。 

タワレコで Dystopia Ground の CD を買えるのは新宿店だけ！ 
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ヴィクトリカ 

タワレコエプロン着用 パネル模様 

10F フロア 

左から 『スフィア/～Sphere's rings live tour 2010～ FINAL LIVE』コーナー、 

パネル展模様 10F フロア 

IOSYS×TOWER RECORDS SHINJUKU コーナー  

10F フロア 

Dystopia Ground コーナー 10F フロア 



 

新宿店 K-POP コーナー(7F フロア) 今週のニュース  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

新宿店オススメ 
●RADWIMPS / DADA 

●glee/グリー踊る♪合唱部！？ 

●Neko Jump / 化粧品売り場ハ ドコデスカ? Neko Jump 日本デビュー1 周年記念盤 ～ふたりいっしょに抱きしめた

い! ビジュアルコレクション～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新宿店で今週開催されるイベント情報＞ 

  

日付 時間 アーティスト名 イベント内容 

1/13（木） 19:00 SuG     トーク ＆ サイン会 

1/14（金） 20:00 ピンゾロ a.k.a 鬼二家    ミニライブ 

1/15（土） 16:00 

ストライクウィッチーズ×タワーレコード新宿店 

CD 発売記念 インストアイベント 

出演：門脇舞以、大橋歩夕    
トーク＆抽選会＆握手会 

1/15（土） 19:00 EARTHSHAKER（MARCY & SHARA）  ミニライブ＆サイン会 

1/16（日） 13:00 TOMOVSKY    ミニライブ 

1/16（日） 16:00 石橋英子    ミニライブ＆サイン会 

1/16（日） 19:00 OCEANLANE   ミニライブ＆サイン会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

 

 

新宿店の K-POP コーナー(7F)が大人気！！ 

 

『CNBLUE/RE-MAINTENANCE』 
約４ヶ月振りとなるシングルの発売を記念して新宿店では、 

メンバーからのコメント DVD,サイン入りタオル、 

サイン入りチェキの展示を行なっております。 

その目で貴重な直筆サインを確認して下さい。 

 

『東方神起/Keep Your Head Down』 
ついにチャンミンとユンホ 2 人で活動を再開した新生『東方神起』が 

ついに本国でのアルバムをリリース！ 

もちろん新宿店は大展開中です！ 

 

Neko Jump /  

化粧品売り場ハ ドコデスカ? Neko Jump 日本デビュー 

1 周年記念盤 ～ふたりいっしょに抱きしめたい!  

ビジュアルコレクション～ コーナー 7F フロア 

glee/グリー踊る♪合唱部！？ 

コーナー 10F フロア 

RADWIMPS / DADA コーナー 

7F フロア 

◆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  

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