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タワーレコード新宿店 人気のアイドル企画 「NO MUSIC, NO IDOL?」
ファン待望の“世直しメタル”ソング CD 化

「イジメ、ダメ、ゼッタイ」2013/1/9（水）発売記念
BABYMETAL 4 種コラボレーションポスターで登場！
タワレコ 12 店舗にて抽選でコラボポスタープレゼント！
タワーレコード新宿署「世直し隊」任命式記者発表会 1/9（水）開催！
タワーレコード渋谷店神降臨！BABYMETAL 初の海外ライブ上映会 1/12 開催！
タワーレコードでは、新宿店人気のアイドル企画＜NO MUSIC, NO IDOL?＞第 26 弾※にて、2013 年 1 月 9 日（水）
にニューシングル「イジメ、ダメ、ゼッタイ」を発売する BABYMETAL とのコラボレーションが決定しましたので、
お知らせいたします。
2013 年 1 月 8 日（火）よりタワーレコード 12 店舗（タワーレコード札幌ピヴォ店/仙台パルコ店/新宿店/横浜モ
アーズ店/名古屋パルコ店/名古屋近鉄パッセ店/梅田 NU 茶屋町店/梅田大阪マルビル店/難波店/神戸店/広島店/福
岡店）にて、タワーレコード×BABYMETAL による「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボレーションポスターを掲出。CD ご
購入者を対象に抽選で同ポスターをプレゼントいたします。

■NO MUSIC, NO IDOL? “BABYMETAL”コラボポスター＆インストアイベント
このタワーレコード×BABYMETAL「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボレーションでは、BABYMETAL メンバー全員集合と
メンバー一人ひとりのカットで、それぞれメッセージが入った計 4 種類のポスターを制作。対象 12 店舗にて、2013
年 1 月 9 日（水）発売のニューシングル「イジメ、ダメ、ゼッタイ」対象の CD をご購入いただいた方に、先着でポ
スターを 1 枚差し上げます。※対象の CD、配布方法は、店舗によって異なります。
また、タワーレコード新宿店にて、お客様が記者として参加できる『ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ タワーレコード新宿署
「世直し隊」任命式記者発表会あなたも記者になって BABYMETAL を取材しよう！』を 2013 年 1 月 9 日（水）18:30
より開催いたします。
さらに、タワーレコード渋谷店にて、
『神降臨！BABYMETAL「初の海外ライブを目撃せよ！」
』と題して、初海外ラ
イブ「AFA2012」のライブ映像と秘蔵オフショット映像の上映会や、ライブ・パフォーマンス、メンバーからのシン
ガポール土産が当たる抽選会を 2013 年 1 月 12 日（土）①14:30～ ②16:30～実施いたします。
※詳細は次頁をご参照ください。
タワーレコードでは、BABYMETAL ニューシングル「イジメ、ダメ、ゼッタイ」の発売を店頭から盛り上げてま
いります。

※

タワーレコード新宿店独自の視点でアイドルや
アイドルシーンを応援する「NO MUSIC, NO IDOL?」
企画を2011年4月25日(月）よりスタート。これま
で、さくら学院/tengal6/バニラビーンズ
/Negicco/Tomato n' Pine/ももいろクローバー
Z/SUPER☆GiRLS/LinQ/しず風/でんぱ組.inc/アイ
ドリング!!!/小泉今日子/BABYMETAL/モーニング
娘。/BiS/ Berryz工房/スマイレージ/℃-ute/バン
ドじゃないもん！/ヒャダイン/アップアップガー
ルズ（仮）/真野恵里菜が＜タワーレコード新宿店
presents NO MUSIC, NO IDOL?＞コラボレーション
ポスターに登場。

タワーレコード×BABYMETAL
「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボレーションポスター

タワーレコード株式会社

広報室

◆取材ならびにこの件に関するお問い合わせ先◆
谷河（やがわ）、高橋、松本、伊早坂 TEL：03-4332-0705
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◆

タワーレコード×BABYMETAL「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボレーションポスタープレゼント

A タイプ：SU-METAL

B タイプ：YUIMETAL

C タイプ：MOAMETAL

◆

D タイプ：BABYMETAL
(新宿店のみ)

【配布方法】対象店舗にて、2013 年 1 月 9 日（水）発売［1 月 8 日（火）入荷］BABYMETAL ニューシングル「イジ
メ、ダメ、ゼッタイ」対象の CD をご購入いただいた方に、先着でタワーレコード×BABYMETAL「NO MUSIC, NO IDOL?」
（B2 ポスター）を 1 枚差し上げます。
※対象の CD、プレゼント方法は、店舗によって異なります
※特典がなくなり次第終了となります
※D タイプ：BABYMETAL は新宿店のみでの配布となります

【対象店舗】1.タワーレコード新宿店
2.タワーレコード札幌ピヴォ店/仙台パルコ店/横浜モアーズ店/名古屋パルコ店/名古屋近鉄パッセ店
/梅田 NU 茶屋町店/梅田大阪マルビル店/難波店/神戸店/広島店/福岡店
【対象商品】1.初回生産限定盤（
“I”“D”“Z”
）/通常盤
2.初回生産限定盤（
“I”“D”“Z”
）/通常盤

＜初回生産限定盤 "I"盤＞

\1,800（税込）

＜初回生産限定盤 "D"盤＞

＜初回生産限定盤 "Z"盤＞

\1,800（税込）

\1,800（税込）

＜通常盤＞

\1,200（税込）

【プレゼント方法】
1.新宿店
・ポスターA～D タイプ(4 種類)をご用意
・4 枚同時購入で、全パターン（4 種類各 1 枚）プレゼント
・3 枚以下同時ご購入の場合は、店頭にて抽選会を実施。CD お買い上げ枚数分、抽選にご参加いただけます
・5 枚以上同時ご購入の場合は、4 枚分で全パターンをプレゼント＆残りの枚数分、抽選にご参加いただけます
2.札幌ピヴォ店/仙台パルコ店/横浜モアーズ店/名古屋パルコ店/名古屋近鉄パッセ店/梅田 NU 茶屋町店/梅田大阪
マルビル店/難波店/神戸店/広島店/福岡店
・ポスターA～C タイプ(3 種類)をご用意
・店頭にて抽選会を実施。CD お買い上げ枚数分、抽選にご参加いただけます
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◆

ＢＡＢＹＭＥＴＡＬ タワーレコード新宿署「世直し隊」任命式記者発表会
あなたも記者になって BABYMETAL を取材しよう！
【日時】2013 年 1 月 9 日（水）18:00 入場 / 18:30 開始

◆

【内容】任命式 記者発表会＆プレゼント抽選会
BABYMETAL が、タワーレコード新宿署「世直し」キャンペーンの 2013 年度イメージキャラクター「世直し隊」に選
ばれ、
「世直し隊」任命式の記者発表を実施いたします。就任を記念して、イベント後に「整理番号付優先入場券」
をお持ちのお客様を対象に、プレゼント抽選会も行います。
【会場】タワーレコード新宿店 7F イベントスペース
【参加方法】タワーレコード新宿店にて、2013/1/9（水）発売「イジメ、ダメ、ゼッタイ」通常盤（TFCC-89407）
をご購入いただいた方に、先着でイベント参加予備券を差し上げます。
※通常盤（TFCC-89407）のみ、商品 1 枚で「イベント参加予備券」を 1 枚配布いたします
※何枚同時ご購入されても、お一人様の配券上限数を 1 枚とさせていただきます
※「イベント参加予備券」は予約またはご購入時に先着順で配布、予定枚数に達し次第配券終了いたします

【「イベント参加予備券」配券対象店舗】タワーレコード新宿店
＜入場に関するご注意＞
※イベント当日 16：00 より 7F 特設カウンターにて、「イベント参加予備券」を「整理番号付優先入場券」と交換いたします
※整理番号付優先入場券」整理番号はランダムでの発行となります。予めご了承ください
※「イベント参加予備券」を「整理番号付優先入場券」をお引き換えいただいた後、18:00 にタワーレコード新宿店 7F エレベ
ーター横階段にご集合ください
※イベント参加予備券ではイベントにはご参加いただけません。必ず「整理番号付優先入場券」にお引き換えください
※「整理番号付優先入場券」をお持ちの方を対象に、イベント当日入場の際、「抽選番号入り抽選券」への引き換えを行います
イベント終了後の「プレゼント抽選会」にご参加できます

◆タワーレコード新宿店 イベント情報

http://tower.jp/store/kanto/Shinjuku/event

◆

神降臨！BABYMETAL「初の海外ライブを目撃せよ！」 ◆
-Anime Festival Asia 2012 ライブ上映会【日時】2013 年 1 月 12 日（土）第 1 回:14:00 集合/14:30 開演 第 2 回: 16:00 集合/16:30 開演
【内容】シンガポールでの初海外ライブ「AFA2012」のライブ映像と秘蔵オフショット映像を上映。
さらに、BABYMETAL が 1 曲ライブ・パフォーマンスを行います。 イベント終了後には、メンバーからのシンガポー
ル土産が当たる抽選会も実施を予定しています。
【場所】CUTUP STUDIO (タワーレコード渋谷店 B1F)
【配券対象店舗】第 1 回/第 2 回：タワーレコード渋谷店/秋葉原店/池袋店/横浜モアーズ店
※先着順での配券となります。各店とも、予約・販売数が所定枚数に達し次第、配券終了となります。

【配券対象商品/配券方法】2013/1/9（水）発売「イジメ、ダメ、ゼッタイ」初回生産限定盤（TFCC-89404～89406）、
通常盤（TFCC－89407）4 種のうち 2 枚同時ご購入で「イベント参加予備券」を配布いたします。
※何枚同時購入されても、お一人様の配券上限数を各回 1 枚までとさせていただきます。予めご了承ください。

＜入場に関するご注意＞
※「イベント参加予備券」は対象店舗で予約または購入時に先着順で配布、予定枚数に達し次第配券終了します。
※「イベント参加予備券」をお持ちの方を対象に、イベント当日、「整理番号付き入場券」への引き換え抽選会を行います。

【整理番号付き入場券 引き換え日時】1 月 12 日（土）12:00～
【抽選会実施場所】タワーレコード渋谷店１F
【抽選方法】「くじ引き」となり、お一人様 1 枚の「イベント参加予備券」につき一回の抽選とさせていただきま
す。抽選は一度に各回 1 枚ずつまでとなります。
【入場方法】第 1 回目は 13:30、第 2 回目は 15:30 から「整理番号付き入場券」に記載されている整理番号順にお
並び頂き、開場時間から入場開始となります。
◆タワーレコード渋谷店 イベント情報 http://tower.jp/store/kanto/Shibuya/event
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