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     2019 年 11 月 28 日 

タワーレコード株式会社 

PRESS RELEASE 

<本件に関する報道関係各位からのお問合せ先> 
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（平日 9:30-18:30）Email：press@tower.co.jp 
 

  タワレコ オリジナル企画「NE
ネ

(X
ッ

)T
ト

 BREAKERS
ブ レ イ カ ー ズ

  第 8弾  

莉犬(すとぷり) & 羽生まゐご 

12/10 より小冊子配布、コラボポスター掲出や特別レシート配布なども実施！ 

 

 

タワーレコードでは、インターネット上での情報拡散で話題の次世代アーティストを後押しする

オリジナル企画「NE(X)T BREAKERS」の第 8 弾アーティストとして莉犬(すとぷり)と羽生まゐご

の 2 組が決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「NE(X)T BREAKERS」は小冊子を不定期で発行し、米津玄師や DAOKO などに続く“インター

ネット上で話題となり、そこからブレイクするアーティスト”をいち早く紹介、プッシュする企画。

12 月 10 日（火）から店頭で配布する最新号の表紙には、今月ファースト・フルアルバム『タイム

カプセル』を発売する莉犬(すとぷり)、そして同じく今月、1 年ぶりとなるアルバム『魔性のカマ

トト』をリリースする羽生まゐごが両開きの表紙に登場します。さらに、それぞれのコラボポスタ

ー掲出や特典プレゼント、特別レシートの配布など様々な施策が決定しました。 

NE(X)T BREAKERS URL： https://tower.jp/article/feature_item/2019/11/28/0701 

」 

mailto:press@tower.co.jp
https://tower.jp/article/feature_item/2019/11/28/0701
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▼「NE(X)T BREAKERS」小冊子 第 8 弾 

発行日  ：12 月 10 日（火） 

配布店舗 ：タワーレコード、TOWERmini 全店 

体裁  ：B5 判 4C/４P  TAKE FREE 

内容  ・莉犬(すとぷり)、羽生まゐご 各アルバムの解説 

・カノエラナ、夕闇に誘いし漆黒の天使達、Royal Scandal、浦島坂田船、ラト    

ゥラトゥ、長谷川白紙 各アーティストのレビュー 

※小冊子は各店数量限定のため、それぞれなくなり次第終了となります。 

 

▼ アーティスト別 施策概要

 莉犬(すとぷり)  

①コラボポスター掲出 

②オリジナル特典 

③特別レシート配布 

④スタンディパネル展示 

⑤直筆サイン展示 

⑥Twitter キャンペーン 

 羽生まゐご  

①コラボポスター掲出 

②オリジナル特典 

③特別レシート配布 

 

 

 

■莉犬(すとぷり) 

①コラボポスター掲出 

タワーレコードおよび TOWERmini 全店（もりのみやキュー

ズモール店を除く）にて『莉犬 (すとぷり )×NE(X)T 

BREAKERS』コラボポスター（B1 サイズ）を掲出します。 

 

＜掲出期間＞ 2019 年 12 月 10 日（火） 

～2020 年 1 月 13 日（月）  

 

■タワーレコード店舗案内：http://tower.jp/store/ 

 

 

 

企画詳細は次項へ。 

http://tower.jp/store/
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➁オリジナル特典 

莉犬(すとぷり) 1st フルアルバム『タイムカプセル』をご購入の方

に先着で、タワーレコード・オリジナル特典の A2 ポスターを差し上

げます。※特典は先着でのお渡しにて、なくなり次第終了。 

＜対象商品＞莉犬(すとぷり)『タイムカプセル』3 形態 

初回限定 DVD 盤、初回限定ボイスドラマ CD、通常盤 

 

 

 

 

③2 日間限定 特別レシート配布 

タワーレコードおよび TOWERmini 全店にて莉犬(すとぷり)『タイムカプ

セル』をご購入いただいた方に、タワーレコード限定の特別レシートをお

渡しします。 

＜実施日＞  12 月 10 日（火）、12 月 11 日（水） 

※タワーレコード オンラインは配布対象外。 

＜対象商品＞莉犬(すとぷり)『タイムカプセル』3 形態 

初回限定 DVD 盤、初回限定ボイスドラマ CD、通常盤 

 

 

④スタンディパネル展示 

下記期間、対象 20 店舗にて莉犬(すとぷり)のスタンディパネルを展示します。 

＜展示期間＞12 月 10 日（火）～12 月 23 日（月） 

＜対象店舗＞渋谷店/新宿店/札幌ピヴォ店/仙台パルコ店/池袋店/秋葉原店/アリオ亀有店/西武東

戸塚店/アリオ鷲宮店/アリオモール蘇我店/ららぽーと磐田店/名古屋近鉄パッセ店/大高店/鈴鹿店

/梅田 NU 茶屋町店/TOWERmini くずはモール店/アリオ倉敷店/高松丸亀町/福岡パルコ店/佐賀店 

 

 

⑤直筆サイン展示 

下記期間、タワーレコード全店および TOWERmini 全店（もりのみやキューズモール店を除く）に

て直筆サインを展示します。 

＜展示期間＞12 月 10 日（火）～12 月 23 日（月） 
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⑥Twitter キャンペーン  

下記の応募方法にてご応募いただいた方の中から抽選で 10 名様に『莉犬(すとぷり)×NE(X)T 

BREAKERS』コラボポスターを差し上げます。 

＜応募方法＞タワーレコード店頭にて掲出されている『莉犬(すとぷり)×NE(X)T BREAKERS』コ

ラボポスターの写真を撮影し、12 月 10 日（火）～12 月 23 日（月）23 時 59 分の期間中に、タ

ワーレコードのアニメアカウント（@TOWER_Anime）をフォローの上、写真を添付、ポスター

を見つけた店舗名とハッシュタグ「#莉犬_tower」をツイートしてください。当選者にはタワーレ

コードのアニメアカウント（@TOWER_Anime）より DMにてご連絡します。 

 

【商品情報】 

アーティスト：莉犬(すとぷり) 

タイトル  ：タイムカプセル 

発売日   ：12 月 11 日（水） 

仕様    ：初回生産限定 DVD 盤   STPR-9007  \3,300（税込） 

初回生産限定ボイスドラマ CD 盤 STPR-9008  \3,300（税込） 

通常盤            STPR-1005  \2,750（税込） 

 

 

 

 

 

 

■羽生まゐご 

①コラボポスター掲出 

タワーレコードおよび TOWERmini 全店（もりのみやキューズモ

ール店を除く）にて『羽生まゐご×NE(X)T BREAKERS』コラボ

ポスター（B1 サイズ）を掲出します。 

＜掲出期間＞ 2019年12月17日（火）～2020年1月13日（月） 

 

■タワーレコード店舗案内：http://tower.jp/store/ 

 

https://twitter.com/TOWER_Anime
https://twitter.com/TOWER_Anime
http://tower.jp/store/
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②オリジナル特典 

羽生まゐご『魔性のカマトト』をご購入の方に先着で、タワーレコード・

オリジナル特典の「懺悔参り｣猫屋敷カバーCD を差し上げます。 

※特典は先着でのお渡しにて、なくなり次第終了。 

＜対象商品＞羽生まゐご『魔性のカマトト』2 形態 

初回限定盤、通常盤 

 

 

 

③特別レシート配布 

タワーレコードおよびTOWERmini全店にて羽生まゐご『魔性のカマトト』

をご購入いただいた方に、タワーレコード限定の特別レシートをお渡ししま

す。 

＜実施期間＞12 月 17 日（火）～12 月 22 日（日） 

※タワーレコード オンラインは配布対象外。 

＜対象商品＞羽生まゐご『魔性のカマトト』2 形態 

初回限定盤、通常盤 

 

 

【商品情報】 

アーティスト：羽生まゐご 

タイトル  ：魔性のカマトト 

発売日   ：12 月 18 日（水） 

仕様    ：初回限定盤 QZCT-1007  \3,200（税込） 

通常盤  QZCT-1008  \2,500（税込） 


