＜TOWER RECORDS RELEASE NEWS＞

2011 年 12 月 5 日

シンガー･石橋 凌、再び。
待望の 1st ソロアルバム「表現者」12 月 7 日(水)発売！
発売記念！ ＜石橋 凌×タワーレコード＞ コラボ企画満載！
インストアイベント・パネル展・コラボ T シャツやポスタープレゼントも！
タワーレコード株式会社では、2011年12月7日(水)に石橋 凌の1stソロアルバム「表現者」の発売を記念し
て、＜石橋 凌×タワーレコード＞のコラボレーション企画が決定いたしましたのでお知らせいたします。
今回発売となる石橋 凌「表現者」は、2006年にARBを解散させて以来、約5年ぶりに音楽活動を再開した自
身の1stソロアルバムとなります。タワーレコードでは、音楽活動の再開を祝い、＜石橋 凌×タワーレコード
＞コラボレーション企画を要望し、石橋 凌本人もそれに呼応、本企画を実施することになりました。
＜石橋 凌×タワーレコード＞コラボレーション企画は、ARBならびに石橋 凌ファンの方にとって、1stソロ
アルバム「表現者」とともに、大変記念となる企画をご用意しております。
＜石橋 凌×タワーレコード＞コラボレーション企画
第1弾

タワーレコード渋谷店にてスペシャルライブを開催

第2弾

タワーレコード梅田NU茶屋町店（タワーレコード大阪エリア5店舗対象）にて
アコースティックミニライブ＆サイン入りポスタープレゼント

第3弾

タワーレコード6店舗にてパネル展開催＆サイン入りパネルプレゼント

第4弾

石橋 凌×RUDE GALLERY×タワーレコード

第5弾

石橋 凌

直筆サイン入りコラボTシャツプレゼント

オリジナルポスタープレゼント

タワーレコードは、＜石橋 凌×タワーレコード＞コラボレーション企画や店頭、オンラインでの展開を通
して、石橋 凌1stソロアルバム「表現者」を盛り上げてまいります。

石橋 凌

＜石橋 凌×タワーレコード＞
コラボレーション 冊子表紙

◆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：press@tower.co.jp
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＜石橋 凌×タワーレコード＞コラボレーション企画!!!
第 1 弾 タワーレコード渋谷店 スペシャルライブ
【開催日時】2012 年 2 月 19 日（日）18 時～
【会場】タワーレコード渋谷店 B1「STAGE ONE」
【内容】スペシャルライブ
【参加方法】12/7（水）発売「表現者」をタワーレコードにてお買い上げの方に先着で応募ハガキを差し上げます。
ご応募いただいた方の中から抽選でスペシャルライブにご招待いたします。
また、スペシャルライブにご参加いただけない方にはプレミアムグッズを抽選でプレゼントいたします。
【お問い合わせ】タワーレコード渋谷店 TEL 03-3496-3661/ HP http://tower.jp/store/kanto/Shibuya
※ご応募いただく際に、イベント参加またはプレミアムグッズご希望かお選びいただきご応募ください
※詳細は CD をご購入いただいた際にお渡しする応募ハガキをご覧ください
※応募締切り日:2012 年 1 月 5 日（木）当日消印有効

第 2 弾 タワーレコード大阪エリア アコースティックミニライブ＆サイン入りポスタープレゼント
【開催日時】2012 年 12 月 11 日（日）19 時～
【会場】タワーレコード梅田 NU 茶屋町店 6F イベントスペース
【内容】アコースティックミニライブ＆サイン入りポスタープレゼント
【参加方法】ご予約者優先でタワーレコード梅田 NU 茶屋町店/梅田大阪マルビル店/難波店/神戸店/京都店にて、
12/7(水)発売「表現者」をお買い上げの方に先着でイベント参加整理券を配布いたします。
イベント参加整理券をお持ちの方は、ミニライブ終了後のサイン入りポスタープレゼントにご参加いただけます。
【お問い合わせ】タワーレコード梅田NU茶屋町店 TEL 06-6373-2951 / HP http://tower.jp/store/kinki/UmedaNUChayamachi

第 3 弾 タワーレコード 6 店舗にてパネル展開催＆サイン入りパネルプレゼント
【開催日時】12 月 6 日（火）～12 月 12 日(月)
【開催店舗】タワーレコード新宿店/札幌ピヴォ店/名古屋近鉄パッセ店/梅田 NU 茶屋町店/広島店/福岡店
【展示パネル サイン入りプレゼント】12/7（水）発売「表現者」をタワーレコードにてお買い上げの方に、先着で応募ハガキを
差し上げます。各店舗に展示しているサイン入りパネルを抽選でプレゼントいたします。

第 4 弾 石橋 凌×RUDE GALLERY×タワーレコード
直筆サイン入りコラボ T シャツ 20 名様プレゼント
「石橋 凌×RUDE GALLERY」コラボ T シャツとは別デザインとなる、
世界で 20 枚しか存在しない激レア T シャツ『石橋 凌×RUDE GALLERY
×タワーレコード』コラボ T シャツを、石橋 凌さんの直筆サイン入りで 20
名様にプレゼントいたします。
【応募方法】12/7（水）発売「表現者」をタワーレコードにてお買い上げの方に先着
で応募ハガキを差し上げ、応募抽選でプレゼントいたします。

石橋 凌×RUDE GALLERY×タワーレコード
コラボ T シャツ

第 5 弾 石橋 凌 オリジナルポスタープレゼント
12/7（水）発売「表現者」をタワーレコードにてお買い上げの方に先着で、
石橋 凌 オリジナルポスター（B2 サイズ）をプレゼントいたします。
【対象店舗】タワーレコード全店およびタワーレコード・オンライン
※なくなり次第終了となります

石橋 凌
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オリジナルポスター

＜石橋 凌 1st ソロアルバム「表現者」 商品概要＞
【発売日】12 月 7 日（水）
【初回生産限定盤】5,800 円（税込）
AVCD-38386/B～C アルバム[12 曲]＋ボーナス・シングル[1 曲]＋ドキュメンタリーDVD
【通常盤】3,500 円（税込）
AVCD-38387/B アルバム[12 曲]＋ボーナス・シングル[1 曲]

「表現者」

【曲目】1.喝！ 2.乾いた花 3.我がプレッジ 4.最果て 5.TOKYO SHUFFLE
6.待合室にて 7.淋しい街から 8.形見のフォト 9.Dear My Soulmate 10.縁のブルース
11.AFTER’45 12.魂こがして 13.AFTER’45 (with 福山雅治) [ボーナス・シングル]

＜石橋 凌 自伝本発売「表現者～我 語る 魂こがして～」 商品概要＞
ミュージシャンとして。俳優として。石橋 凌が、その＜魂＞を語る 1 冊。
おすぎ（映画評論家）、青木崇高（俳優）、黒田征太郎（イラストレーター）との
スペシャルトークも掲載。アルバム未収録曲の CD 付き
【発売日】12 月 7 日（水）
【価格】2,415 円（税込）

「表現者～我 語る 魂こがして～」

＜石橋 凌×RUDE GALLERY コラボ T シャツ 限定販売＞
【予約受付期間】12 月 6 日（火）～12 月 13 日（火）
【取り扱い】タワーレコード札幌ピヴォ店/新宿店/名古屋近鉄パッセ店/
梅田 NU 茶屋町店/広島店/福岡店/タワーレコード・オンライン(http://tower.jp/)

石橋 凌×RUDE GALLERY
コラボ T シャツ

※商品は受注生産となります
※1/24(火)中旬に商品のお渡しを予定しております
※店頭にてご予約いただいたお客様は、店頭でのお渡しになります。
※タワーレコード・オンラインにてご予約いただいたお客様は、宅配等でのお渡しになります。
※詳しくは店頭のご予約用紙またはタワーレコード・オンラインのご注文方法にてご確認ください。

◆石橋 凌オフィシャルサイト http://avexnet.or.jp/ishibashiryo/index.html
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