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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 50 

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（4/27-5/3） 

 

新宿店で開催しているキャンペーン！ 

『MO’SOME TONEBENDER/BEST OF WORST』発売記念 ヒストリー・パネル展開催！  
ベスト・アルバムの発売を記念してモーサムのヒストリー・パネル展を開催！ 

さらに応募抽選で展示パネルをサイン入りでプレゼント！ 

展示期間：4/26（火）～5/9（月） 

展示場所：７階 J-POP フロア 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『tacica/Sheeptown ALASCA』発売記念 パペット展示開催！  
NEWアルバムの発売を記念して『命の更新』『ドラマチック生命体』のPVで使用されたパペットの展示を行ないます。 

展示期間：4/26（火）～5/9（月） 

展示場所：７階 J-POP フロア  

 

 

 

 

 

 

 

タワーレコード独占販売！百々和宏（MO’SOME TONEBENDER）著： 

『泥酔ジャーナル２』出版記念イベント決定！  
ヴォーカル、百々和宏さんが雑誌「音楽と人」で連載しているコラム＜泥酔ジャーナル＞に、自らがオススメする酒場ガイド

を加えた書籍『泥酔ジャーナル 2』がタワーレコード限定販売中です。 

これを記念したステキ☆なイベントが決定！  

【イベント概要】「泥酔ジャーナル 2」発刊記念イベント「本日開店、泥酔居酒屋」 

店長：百々和宏 (MO'SOME TONEBENDER) 

日時：5/18（水） 18：30 開場 19：30 開演 

場所：新宿ロフト プラスワン （新宿区歌舞伎町 1-14-7 林ビル B2 電話：03-3205-6864） 

内容：トーク＆サイン会 

出演：百々和宏 (MO'SOME TONEBENDER)、音楽と人編集部 

＜参加方法＞ 

ご予約者優先でタワーレコード渋谷店・新宿店にて書籍「泥酔ジャーナル 2」をご購入の方に先着で入場券を配布いたしま

す。書籍 1 点につき 1 枚の入場券、書籍は一度に 2 点までご購入いただけます。 

お問い合わせ ㈱音楽と人 03-5919-1526 （11：00～18：00） 
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『MO’SOME TONEBENDER/BEST OF WORST』コーナー、パネル展模様 （7F フロア） 

『tacica/Ｓheeptown ALASCA』コーナー、 

パペット展示模様 （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 

B.L.T. VOICE GIRLS × TOWER RECORDS × May’n スペシャルイベント開催決定！ 
「B.L.T.VOICE GIRLS」とタワーレコードのコラボレーションプロジェクト第 1 弾として、5/11（火）にニューシングル「Scarlet 

Ballet」をリリースする“May’n”が、自身初となるインストアイベントをタワーレコード新宿店屋上で開催！ 

開催日時：6/19（日）14：00 スタート （13：30 より整列）  

場所：タワーレコード新宿店屋上（荒天時中止） 

内容：ライブ＆トーク 参加方法：要整理券 

 

＜参加方法 1＞ 4/26 発売「B.L.T. VOICE GIRLS VOL.6」を、タワーレコード新宿店、渋

谷店にてご購入頂いた方の中から抽選で 100 名様をご招待。商品ご購入時、各店舗の

特設カウンターにて抽選を行い、当選者の方にイベント参加予備券を差し上げます。 

 

＜参加方法 2＞ 5/11 発売の May’n ニューシングル「Scarlet Bullet（+2/LTD）」を、タワ

ーレコード新宿店、渋谷店、池袋店、秋葉原店、横浜モアーズ店にてご購入頂いた方の

中から抽選で 100 名様をご招待。当選者の方にイベント参加予備券を差し上げます。 

 

イベント当日にイベント参加予備券をお持ち頂き、整理番号付き参加券と引換いたします。*番号は抽選で決定。 

 

 

ズッパシ！デッドマンワンダーランド「OP＆ED」主題歌 CD 発売イベント開催！！ 
タワレコエプロンのシロちゃんを展示しているタワレコ新宿店にて、DWB feat.fade が歌うオープニング主題歌「One Reason」

と DWB feat.ニルギリスが歌うエンディング主題歌「SHINY SHINY」の発売を記念して、5/29（日）にイベント[DWB SUMMIT 

vol.0]の開催が決定！ 

4/27（水）発売「One Reason(生産限定盤)」「One Reason(通常盤)」「SHINY SHINY(生産限定盤)」「SHINY SHINY(通常盤)」

の 4 タイトルなかから 2 タイトル同時にご購入の方に、先着で整理券兼特典引換券を差し上げます。 

 

開催日時：5/29（日） 開場：18：30 開演：19：00 

場所：タワーレコード新宿店 

出演：fade、ニルギリス、NARASAKIi、花澤香菜（出演者は急遽変更になる場合がございます。） 

内容：ライブ＆トーク（イベント参加特典有り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回もタワレコ新宿店限定トレカがもらえます！ 
劇場版公開決定や第 1 期ブルーレイのアンコールプレスなど、絶大な人気を誇る「ストライクウィッチーズ」シリーズより、ラ

ジオ CD 第 2 弾「ストライクウィッチーズ スターライトストリーム 2」が 4/27（水）にリリース！ 

今回ももちろん通常のトレカに加え、サーニャとエイラの裏面がちょっぴりアブナイ!?仕様の新宿店限定トレカを購入者先着

でお渡しいたします。めざせ！フルコンプ！！！ 
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B.L.T. VOICE GIRLS 展示模様 

（10F フロア） 

左から 「ストライクウィッチーズ スターライトストリーム 2」 コーナー、新宿店限定トレカ展示模様 

（10F フロア） 

左から デッドマンワンダーランド コーナー 

（10F フロア）、（7F フロア） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週のオススメ 

●安室奈美恵 『Checkmate！』 

●少女時代 『MR.TAXI / Run Devil Run』 

●映画『バーレスク』 

 

 

 

 

＜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 

4/28（木） 18:30 

NHK 総合 TV アニメ「もしドラ」放送記念！ 

「もしドラ」エンディングＣＤリリースイベント開催！！ 

出演：momo  

ミニライブ＆握手 

＆2 ショット撮影会 

4/28（木） 20:30 

NHK 総合 TV アニメ「もしドラ」放送記念！ 

「もしドラ」オープニングＣＤリリースイベント開催！！ 

出演：azusa 

ミニライブ＆握手 

＆サイン会 

4/29（金・祝） 16:00 AeLL.    ミニライブ＆握手会 

4/29（金・祝） 19:00 アシャ    

ミニライブ＆サイン会 

＆ポスタープレゼント

会 
4/30（土） 12:00 

「ライトノベルの楽しい書き方」 

発売記念インストアイベント 出演：須藤茉麻、竹達彩奈  トーク＆特典お渡し会 

4/30（土） 15:00 PANDA 1/2     ミニライブ＆トーク 

4/30（土） 18:00 三宅伸治   ミニライブ&サイン会 

5/1（日） 13:00 

さくら学院 1st Album 『さくら学院 2010 年度 ～message～』

発売記念インストアライヴ 

出演メンバー：クッキング部 ミニパティ、帰宅部 sleepiece、

重音部 BABYMETAL、MC 武藤彩未（生徒会長） 

ミニライブ  

5/1（日） 16:00 星野源         ミニライブ 

5/1（日） 19:00 
ROCK'A'TRENCH(参加メンバー：山森大輔・ 

豊田ヒロユキ・オータケハヤト） 
アコースティックライブ 

＆サイン会 
5/2（月・祝） 19:30 GOING UNDER GROUND      アコースティックライブ 

5/3（火・祝） 

①17:30～ 

②18:10～  

③18:50～ 
SuG  ｢Thrill Ride Pirates」 発売記念イベント   個別握手会 

※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。 
 

今週のオススメは『少女時代/MR.TAXI』 

発売延期となっていた初の日本語による新曲がついに発売！ 

もちろん新宿店では今回も大展開！ 

K-POP LOVERS キャンペーンも併せて 

大展開を行っておりますので是非ご来店下さい。 

 

 

 

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！！

映画『バーレスク』コーナー 

（10F フロア） 

少女時代 『MR.TAXI / Run Devil Run』

コーナー （7F フロア） 

安室奈美恵 『Checkmate！』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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