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（18137） 

     2018 年 12 月 11 日 

タワーレコード株式会社 

PRESS RELEASE 

本件に関するお問合せ先 

タワーレコード株式会社広報室 谷河（やがわ）、寺浦  

TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp 

タワーレコード静岡店 

12月 21日リニューアルオープン！ 

注目の静岡県出身アーティスト ADAM at と崎山蒼志が 

オープニング・キービジュアルとして登場！ 

インストアイベントやコラボグッズなど施策も 

 

 

 タワーレコード株式会社（本店：東京都渋谷区、代表取締役社長：嶺脇育夫）では、現在、改装のため閉

店中の静岡店が 12 月 21 日（金）、同ビル（静岡パルコ）の 7 階から地下１階へ移転しリニューアルオープ

ンするのに伴い、リニューアルキャンペーンを開催する他、2 人の静岡県出身で且つそれぞれに大きな話題

となりつつあるアーティスト、ADAM at（アダム・アット）と崎山蒼志とコラボレーションすることが決定

しました。リニューアルオープンのキービジュアルとしてそれぞれがポスターに登場する他、店頭での展開、

さらにインストアイベントを実施するなど、様々な企画でオープニングを盛り上げていきます。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAM at（左）と崎山蒼志(右) 
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■タワーレコード静岡店概要 

店名  ：タワーレコード静岡店 

住所  ：〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町 6-7 静岡パルコ B1F 

営業時間  ：10:00～20:00 

定休日  ：不定休 ※静岡パルコ店に準じる 

店舗面積  ：156 坪 

在庫枚数  ：約 35,000 枚 

電話番号  ：054-275-5541 

静岡店 HP ：https://tower.jp/store/chubu_hokuriku_shinetsu/Shizuoka 

リニューアルオープン日 ：2018 年 12 月 21 日(金) 

 

■タワーレコード静岡店 リニューアルキャンペーン内容 

キャンペーン期間 ：2018 年 12 月 21 日(金)～12 月 31 日(月) 

内容  ： 

① タワーレコードメンバーズ限定で、12 月 21 日(金)～24 日

（月・祝）の期間ポイントが 10 倍、10,000 円（税込）以

上お買い上げのお客様はポイントが 15 倍となります。 

② タワーレコードメンバーズ限定、タワレコアプリでクーポ

ンをご提示のお客様限定で、リニューアル記念  NO 

SHIZUOKA,NO LIFE バッジ(非売品)をプレゼント！ 

 

 

 

 

 

 

③ メンバーズ限定、5,000 円(税込)以上ご購入で豪華ノベルティが当たる抽選会を開催！ 

・ステンレスボトル、LED カラピナライト、ミニトートバッグ、マグネットクリップ、 

スリップインペン、メモ帳、付箋 

④ 50,000 円(税抜)以上お買い上げのお客様に、先着で ION レコードプレイヤーをプレゼント！ 
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■アーティストコラボレーション 

ADAM at（アダム・アット） 

プロフィール 

キーボーディスト、ADAM at（本名の TAMADA を逆から読むと ADAM at になること

から命名)を中⼼に 2011 年静岡県浜松のライヴハウスでセッション・バンドとして活

動を開始。" 

ボサノヴァ、ジャズ、テクノ、スカなどの要素を取り込み、ひたすら踊れるバンドとし

て話題となり、全国のライヴハウスからのオファーが殺到。国内のみならず海外でもラ

イヴを行っている。 

これまでリリースした 3 枚のアルバムはいずれも iTunes ジャズ・チャートで１位とな

り、タワーレコード・ジャズ・チャートでも上位を獲得。2015 年 5 月 より NHK プ

ロ野球放送（総合テレビ・BS1 ラジオ第１）のテーマ曲「六三四」を書き下ろす他、

様々な CM 音楽を担当する。 

ADAM at として東京 JAZZ FESITIVAL、中洲ジャズフェスティバル、SUNSET LIVE

など多数フェスティバルに出演するほか2017年にはASIAN KUNG-FU GENERATION

のドラマー、伊地知潔らによるインストゥルメンタル・バンド PHONO TONES のゲス

トとしてもフェスティバルなどに出演し好評を博す。 

2017 年アルバム『Echo Night』、2018 年アルバム『サイコブレイク』 はタワーレコ

ードの各年間ジャズ・セールス・チャートで邦人アーティストとして連続１位となる。 

 

ADAM at インストアイベント 

静岡店リニューアルを記念して店内にてフリーミニライブを開催！ 

日時 ：12 月 21 日(金) 18:30 スタート 

場所 ：静岡店 店内イベントスペース 

観覧方法 ：静岡店にて、対象商品購入の方に先着で観覧優先券＋サイン会参加券をお渡しいたします。 

  対象商品 

・タワーレコード静岡店リニューアルオープン記念コラボてぬぐい 

・ADAM at の作品（「サイコブレイク」「CLOCK TOWER」「Echo Night」「スウィートホーム」 

他、ADAM at の全作品対象） 

内容 ：ミニライブ＆サイン会 

 

ADAM at コラボグッズ 

リニューアルオープン記念としてADAM atとタワーレコードのコラボてぬぐいを

静岡店限定で発売！ 

＜限定コラボグッズ＞  

発売日 ：12 月 21 日（金） 

商品名 ：ADAM at × TOWER RECORDS 手ぬぐい  

価格 ：1,000 円＋税 

取扱店舗 ：静岡店 
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崎山蒼志(さきやまそうし) 

プロフィール 

2002 年生まれ静岡県浜松市在住。 

母親が聞いていたバンドの影響もあり、4 歳でギターを弾き、小 6

で作曲を始める。 

2018 年 5 月 9 日に AbemaTV「日村がゆく」の高校生フォークソ

ング GP に出演、独自の世界観が広がる歌詞と楽曲、また 15 歳と

は思えないギタープレイでまたたく間に SNS で話題になる。 

2018 年 7 月 18 日に「夏至」と「五月雨」を急きょ配信リリース。 

リリック・ビデオは公開 3 週間で 100 万回再生を越え、Spotify

のバイラル・チャートでも 1 位に輝いた。 

その 2 ヶ月後に新曲「神経」の追加配信、また前述 3 曲を収録し

た CD シングルをライヴ会場、オンラインストアにて販売開始。12

月 5 日に自身初のアルバム「いつかみた国」をリリース、合わせて

地元浜松からスタートする全国 5 公演の単独ツアーが 2019 年 2

月に開催される。 

ある朝、起きたら twitter のフォロワー数が 5,000 人以上増えていて、スマホの故障を疑った普通の高校 1 年生。 

 

 

公式 HP:http://sakiyamasoushi.com/ 

Twitter:https://twitter.com/soushiclub 

 

崎山蒼志 インストアイベント 

崎山蒼志 1st アルバム「いつかみた国」のリリース（12 月 5 日発売）を記念して、フリーイベント(ミニラ

イブ＋直筆サイン入りポストカードお渡し会)を開催します！ 

静岡店にてアルバム「いつかみた国」をご購入された方はミニライブ終了後、直筆サイン入りポストカード

お渡し会にご参加いただけます。 

日時 ：12 月 23 日(日) 14:00 

場所 ：静岡店 店内イベントスペース 

＜サイン会参加対象商品＞ 

崎山蒼志「いつかみた国」 12 月 5 日（水）発売 2,500 円＋税  

レーベル: Sony Music Artists 

 

http://sakiyamasoushi.com/
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