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                                                                (19028) 2019/4/14 Sun 

「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター意見広告シリーズに 

 go!go!vanillas が登場！ 

タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター意見広告シリーズ最新版に、5 月 15 日（水）に

アルバム『THE WORLD』をリリースする go!go!vanillas が登場します。 

このポスターは、本日開催されたタワーレコード主催のレコ発ライブ『LIVE! TO ＼ワー／ RECORDS 

feat. go!go!vanillas』の会場、Zepp Tokyo（東京公演）限定で先行掲出されたほか、4 月 21 日（日）

の Zepp Osaka Bayside（大阪公演）、4 月 28 日（日）の Zepp Nagoya（名古屋公演）でも掲出しま

す。また『LIVE! TO ＼ワー／ RECORDS feat. go!go!vanillas』全 3 会場の来場者全員に、このポス

ターと同絵柄のカード（ポストカードサイズ）を差し上げます。 

また、「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターはライブ最終日の翌日 4 月 29 日（月）よりタワーレコー

ドおよび TOWERmini 全店にて掲出。さらに、ポスター撮影時のインタビュー動画も「NO MUSIC, NO 

LIFE.ポスターギャラリー」にて公開を予定しています。 

■NO MUSIC, NO LIFE.ポスターギャラリー  http://tower.jp/nomusicnolife/ 

「NO MUSIC, NO LIFE!」go!go!vanillas 

mailto:press@tower.co.jp
http://tower.jp/nomusicnolife/
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 LIVE INFO   LIVE! TO ＼ワー／ RECORDS  feat. go!go!vanillas 

 

【東京】公演終了 

開催日時：4 月 14 日（日） 

OPEN 17 時/START 18 時 

会  場：Zepp Tokyo 

出  演：go!go!vanillas ※ワンマン 

【大阪】SOLD OUT 

開催日時：4 月 21 日（日） 

OPEN 17 時/START 18 時 

会  場：Zepp Osaka Bayside 

出  演：go!go!vanillas ※ワンマン 

【名古屋】SOLD OUT 

開催日時：4 月 28 日（日） 

OPEN 17 時/START 18 時 

会  場：Zepp Nagoya 

出  演：go!go!vanillas 

※GUEST: ORANGE RANGE 

 コラボグッズ販売  

タワーレコードの人気推し活グッズとコラボした「ラバーバンドキーホルダー」を

会場内タワーレコードブースにて限定販売します。 

商品名：go!go!vanillas×TOWER RECORDS ラバーバンドキーホルダー 

 L サイズ（for25mm) 

価 格：800 円（税込） 

『THE WORLD』タワーレコード早期予約キャンペーン  

タワーレコード（タワーレコードオンラインを含む）にて、アルバム『THE WORLD』（CD 全 2 形態の内、

いずれか 1 枚）を第一弾予約期間中にご予約いただいた方には「THE WORLD ラバーバンド」、第二弾予約期

間中にご予約いただいた方には「THE WORLD“新元号”テーブルカレンダー」をプレゼントします。 

※通常特典【THE WORLD ステッカーシート】も対象です。※特典は商品と一緒にお渡しします。 

【第一弾予約期間】3月 12 日（火）18 時 〜 4 月 15 日（月）22 時（※店舗は閉店まで） 

【第二弾予約期間】4月 16 日（火）午前 0時 〜 5 月 7 日（火）23時 59 分 

※タワーレコード オンラインにて 4 月 15 日（月）22:00〜23:59 までの期間にご予約の場合、早期予約特典は対象外となり

ます。ご注意ください。※店舗予約の締切は各店舗の閉店時間までとなります。※オンラインサイトからの店舗商品予約サービ

ス（ネット de カクホ）でご予約いただいた方も対象となりますが、システムの都合上、4 月 15 日(月)10 時〜4 月 16 日(火)

正午頃までの期間、同サービスでのご予約受付を休止させていただきますのでご注意ください。 
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 商品情報  

アーティスト：go!go!vanillas 

アルバムタイトル：THE WORLD（ザ・ワールド） 

発売日：5 月 15 日（水） 

仕様 ■完全限定生産盤（CD+DVD）13 種カード・ジャケット仕様 〜13 FRAGMENTS〜 

VIZL-1557 ¥3,700+税 

■通常盤（CD） 

VICL-65162 ¥2,800+税 

メーカー特典：「THE WORLD」ステッカーシート 

※先着でのお渡しにて、なくなり次第終了。 

【go!go!vanillas プロフィール】 

牧 達弥(vo/g)、長谷川プリティ敬祐(ba)、ジェットセイヤ(dr)、柳沢 進太郎(g)の 4 人からなる新世代

ロックンロール・バンド。さまざまなジャンルを呑み込んだオリジナリティ豊かな楽曲で聴く人を魅了

し、ライヴでは強烈なグルーヴを生み出す。2013 年 1 月、7inch シングル「人間讃歌 / アクロス ザ ユ

ニバーシティ」を SEEZ RECORDS よりインディーズで初リリース（完売）、7 月のアルバム「SHAKE」

がタワレコメンに選ばれ、注目を浴びる。その後、インディーズ・シングル 2 作を経て、2014 年 11 月

5 日、Victor/Getting Better よりメジャー1st アルバム「Magic Number」をリリース。リードトラッ

クの「マジック」は CS 音楽チャンネルや各地 FM ステーションで軒並みパワープレイを獲得した。2015

年 4 月、メジャー初シングル「バイリンガール」をリリース、発売日に東名阪を 1 日でまわるフリーラ

イブを行う。2016 年 2 月には 2nd アルバム「Kameleon Lights」を発表し、全国ツアー全 24 公演を

敢行。7 月には THE BAWDIES とのスプリット・シングル「Rockin’ Zombies」をリリースし、10 月

に同バンドとのスプリットツアーを成功させた。2017 年 1 月にはホリエアツシ氏(ストレイテナー)をプ

ロデューサーに迎えたシングル「おはようカルチャー」を発表し、同ツアーでは初の Zepp Tokyo ワン

マン公演を含む全会場がソールドアウト。5 月にはフジテレビ・ドラマ主題歌となるシングル「平成ペイ

ン」をリリース。7 月に 3rd アルバム「FOOLs」をリリースし、全 25 公演の全国ツアーを完走後、2018

年春にはアンコールツアー全 11 公演を開催。7 月には牧・プリティの地元・大分に向けて制作された新

曲「チェンジユアワールド」を急遽、全国ゲリラ配信。夏のロックフェスではフジロックフェスティバ

ル・WHITE STAGE や RUSH BALL IN TAIWAN をはじめ、各地で大きな存在感を発揮し、初の東阪野

音ワンマンも大盛況に終わらせた。2019 年 1 月 23 日にはシングル「No.999」（フジテレビ系アニメ

「ゲゲゲの鬼太郎」エンディング主題歌）をリリース。 FM 802「OSAKAN HOT 100」で 1 位を獲得

するなど（2/3 付）全国で反響を呼んでいる。4 月からは東名阪 Zepp ツアー「LIVE! TO ＼ワー／ 

RECORDS feat. go!go!vanillas 〜新曲大解禁〜」を敢行。5 月 15 日にニューアルバム「THE WORLD」

の発売と、5 月 30 日大分公演が皮切りとなる全国ツアー「THE WORLD TOUR 2019」の開催が決定。 

音楽ルーツへのリスペクトにとどまらず、常に変化・革新をし続ける。 

 

【go!go!vanillas オフィシャルサイト&SNS】 

official site： http://www.gogovanillas.com/ 

twitter：   https://twitter.com/go_go_vanillas 

facebook：  https://www.facebook.com/gogovanillasOfficial 

http://www.gogovanillas.com/
https://twitter.com/go_go_vanillas
https://www.facebook.com/gogovanillasOfficial

