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     2021 年 11 月 8 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 
 

Double Ace 「Crescendo SHOP IN SHOP」 

11/22（月）～11/28（日）渋谷、名古屋、大阪で同時開催決定！ 

NEWアルバム「Crescendo」リリースを記念で写真展示やオリジナルグッズ販売も 

 

 

 

 タワーレコードでは、SUPERNOVA(元 超新星)のボーカルを務めるユナクとソンジェによるユニット、

Double Ace の 11 月 24 日（水）発売 NEW アルバム「Crescendo」のリリースを記念して、11 月 22 日

（月）よりタワーレコード渋谷店、名古屋パルコ店、難波店にて「Crescendo SHOP IN SHOP」の同時

開催が決定しました。 

 

SHOP IN SHOP では、アルバムジャケット

撮影時のアザーカットを使用した写真展示や、

「Crescendo」オリジナルグッズの販売を行

います。 

 

また購入者特典として、税込 5,000 円お買

い上げごとにオリジナル・トレーディングカ

ードを 1 枚（全 18 種の内、ランダムでのお

渡し）と、「Double Ace Crescendo SHOP IN 

SHOP」で展示される写真のキャンパスボード

が当たる抽選券を 1 枚先着でお渡しします。 

※ 11/24 （ 水 ） 発 売 NEW ア ル バ ム

「Crescendo」も購入者特典の対象となりま

す。 
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Double Ace 「Crescendo SHOP IN SHOP」開催概要 

 

■開催期間：11 月 22 日（月）～11 月 28 日（日） 

■開催場所 

・東京会場：渋谷店 5F 特設スペース（東京都渋谷区神南 1-22-14  5 階）  

・大阪会場：難波店 6F 特設スペース（大阪府大阪市中央区難波千日前 12-22 難波センタービル 6F） 

・愛知会場：名古屋パルコ店 店内催事スペース（愛知県名古屋市中区栄 3-29-1 パルコ東館 6 階）  

■営業時間 

・東京会場：11:00～22:00 

・大阪会場：10:00～21:00 

・愛知会場：11:00～20:00 

※新型コロナウイルス感染対策により店舗の営業時間が変わる可能性があるため、最新情報は当社ホームペ

ージにてご確認ください。https://tower.jp/store 

■入場料：無料 

 ※混雑状況により、ご入場・ご購入整理券を配布させていただく場合がございます。 

■お問い合わせ先 

《東京会場》 

タワーレコード渋谷店（東京都渋谷区神南 1-22-14） 

TEL: 03-3496-3661  

URL: http://towershibuya.jp/ 

 

《大阪会場》 

タワーレコード難波店（大阪府大阪市中央区難波千日前 12-22 難波センタービル 5F・6F） 

TEL: 06-6645-5521 

URL: https://tower.jp/store/kinki/Namba 

 

《愛知会場》 

タワーレコード名古屋パルコ店（愛知県名古屋市中区栄 3-29-1 パルコ東館 6 階） 

TEL: 052-264-8545 

URL: https://tower.jp/store/chubu_hokuriku_shinetsu/NagoyaParco 
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■グッズラインナップ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真左上より右へ 

・アクリルスタンド（全 6 種／ランダム）                   1,400 円（税込） 

・Crescendo オリジナルトレカ（全 24 種／3 枚 1 セット／ランダム）    600 円（税込） 

・Crescendo オリジナル缶バッヂ（全 8 種／ランダム）          500 円（税込） 

・ファブリックポスター（全 3 種）                   3,000 円（税込） 

・ポータブルチャージャー                        4,800 円（税込） 

・タイベックポーチ           2,300 円（税込） 

・ポータブル加湿器                3,200 円（税込） 

・フリースブランケット                3,800 円（税込） 

・アクリルヘアクリップ（全 3 種）               1,300 円（税込） 

※グッズにはそれぞれご購入上限がございます。詳しくは次項をご確認ください。 

※商品の事前ご予約・お取り置きはできません。 

※SHOP IN SHOP 内にて、11/24 発売 NEW アルバム「Crescendo」の販売も行います。 

 

■グッズご購入上限数 

《20 個まで》 

・アクリルスタンド 

・Crescendo オリジナルトレカ 

・Crescendo オリジナル缶バッヂ 

 

 

 《各アイテム 5 点まで》 

・ファブリックポスター（全 3 種） 

・ポータブルチャージャー 

・タイベックポーチ 

・ポータブル加湿器 

・フリースブランケット 

・アクリルヘアクリップ（全 3 種） 
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■ご購入者限定施策 

①税込 5,000 円お買い上げごとにオリジナル・トレーディングカードを 1 枚（全 18 種の内、ランダム）先

着でプレゼント。 

②税込 5,000 円お買い上げごとに Double Ace「Crescendo SHOP IN SHOP」で展示される写真のキャン

パスボードが当たる抽選券を 1 枚先着でプレゼント。 

※オリジナル・トレーディングカード、キャンパスボードが当たる抽選券は先着でのお渡しとなります。会

期中であってもなくなり次第終了となります。 

 

■リリース情報 

2021 年 11 月 24 日(水)発売 

Double Ace ミニアルバム 「Crescendo」※写真左より 

【初回限定盤 A（CD+DVD）】 COZP-1832-3 \3300(税込) ※写真左より 

【初回限定盤 B（CD+PHOTOBOOK）】 COCP-41633 ¥2750(税込) 

【通常盤（CD Only）】 COCP-41634 ¥2200(税込) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■収録内容 ※3 形態共通 

1. No Coincidence 

2. Masquerade 

3. HARUKAZE 

4. さよならのムコウ側 

5. DEAR 

6. Let's go, now 

7. REVENGE 

 

＜初回限定盤 A DVD＞ 

1. Masquerade Music Video 

2. Making of Music Video & Photo Shooting 
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■Double Ace プロフィール 

SUPERNOVA(超新星) 

韓国男性ダンスヴォーカルグループ、超新星。

ユナク YOONHAK, ソンジェ SUNGJE, グァ

ンス KWANGSOO, ジヒョク JIHYUK, ゴニ

ル GEONIL で構成。 

2007 年 9 月に韓国でデビュー後、メンバー全

員の身長が 180cm 以上というモデル並みの

スタイルと甘いマスクに加え、実力派のダンス

と歌で評価を得る。2009 年 9 月「キミだけを

ずっと」で日本デビューを果たし、韓国と日本

で精力的に活動中。2018 年、全員が兵役を終

え 4 年ぶりにグループを再始動。2021 年 9

月に日本デビュー12 周年を迎えた。 

そんな SUPERNOVA(超新星)のユナクとソンジェによるユニット、Double Ace が約 2 年ぶりとなる新作ミ

ニアルバムを発表する。 

【右】ユナク 

SUPERNOVA(超新星)のリーダー。愛知大学を卒業し、日本語も堪能で自身のラジオ番組パーソナリティの

経験も持つ。歌手活動だけでなく、ドラマ、映画、そしてミュージカルで才能を発揮しているマルチ・プレ

ーヤー。主な作品に、映画 「無花果の森」「この世の果て」、ドラマ「恋するキムチ」「バウンサー」の主演、

ミュージカル「RENT」「プリシラ」「花・虞美人」「インタビュー」「I LOVE YOU, YOU’RE PERFECT, NOW 

CHANGE」「すべての瞬間は君だった」など。 

ソロでもシングル、アルバムともにリリース、自身が作詞作曲を手掛ける楽曲を多数収録。 

誕生日：12 月 2 日 

身 長：181cm 

血液型：O 

趣 味：外国語、筋トレ、ボーリング、ドライブ 

特 技：バスケ、日本語 

【左】ソンジェ 

端正な顔立ちと抜群のスタイルに加え、AB 型ならではの天然なキュートさを持つ。外見と反し性格はとても

男らしく、SUPERNOVA のお兄さん的存在でもある。数多くの舞台やミュージカルに出演。主な作品に、舞

台「私のホストちゃん THE LAST LIVE」～最後まで愛をナメんなよ！～ 「私のホストちゃん THE 

PREMIUM」、ミュージカル「インタビュー」「メイビー、ハッピーエンド」「I LOVE YOU, YOU’RE PERFECT, 

NOW CHANGE」「Summer Snow」「美女はつらいの」「光化門恋歌」など。映画「Guest House」（2017

年公開）では初主演を務めた。 

ソロでも、自身プロデュースのアルバムをリリース、多数のイベントに出演。 

誕生日：11 月 17 日 

身 長：184cm 

血液型：AB 

趣 味：音楽鑑賞、映画鑑賞、ドライブ 

特 技：ダンス、歌 

  

SUPERNOVA(超新星) JAPAN OFFICIAL SITE [PC] https://supernova-sv.com/ 

モバイルミルキー [MOBILE] https://www.supernova-mbmilky.com/ 

レーベルサイト https://columbia.jp/artist-info/supernova/ 
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【オリジナル・トレーディングカードについての注意事項】 

・オリジナル・トレーディングカードはランダムでのお渡しとなります。絵柄はお選びいただけませんのであらかじめご

了承ください。また絵柄は全会場、同一デザインとなります。 

【キャンパスボードが当たる抽選券についての注意事項】 

・キャンパスボードが当たる抽選券は、いかなる理由がありましても再発行いたしませんので大切に保管してください。 

・キャンパスボードが当たる抽選券のお取り置きはできません。 

・キャンパスボードご当選者発表は、各店舗の Twitter にて行います。またご当選者発表は 12 月中旬を予定しておりま

す。 

・キャンパスボードの絵柄はお客様自身でお選びいただけません。 

・キャンパスボードは当選された店舗にてお渡しさせていただきます。 

 

■注意事項 

・混雑状況により、ご入場・ご購入整理券を配布させていただく場合がございます。 

・商品は数に限りがあり、無くなり次第終了となる商品もございます。また販売終了商品について、事前告知ができない

場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

・商品の事前ご予約・お取り置きはできません。 

・お買い求めの際、商品の状態・サイズ・数量・お釣銭などは、必ずレジスタッフと相互確認をしてください。ご購入後

のキャンセル、払い戻しはできない場合がございます。 

・お支払いは、現金・各種クレジットカード・電子マネー・交通系 IC カード・コード決済などがご利用いただけます。

（店舗によってご利用内容が異なる場合もございます。）また各種ポイントカードでの値引き・ポイント付与も可能です。 

・商品ラインナップ、在庫状況などの各店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。また催事内容について予告なく変更・

中止する場合もございます。 

・混雑緩和のため、スタッフの案内に沿って整列・移動のご協力をお願いします。また状況により、長時間お並びいただ

く場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

・店頭、並びに店舗近辺でのトレーディング行為はご遠慮ください。 

・SHOP IN SHOP 内の写真撮影・録音・録画は可能です。 

 

■新型コロナウイルス感染症について 

《感染防止のお願い》 

・ご来場の際は必ずマスクの着用をお願いいたします。 

・感染症予防対策の観点で入場方法など変更になる場合もございます。 

・入店前には店頭備え付けの除菌スプレーで手指の消毒を徹底させていただいております。 

・会場内では他のお客様との距離を十分に空けてお待ちいただきますようお願いいたします。 

・37 度 5 分の発熱があるお客様はご入場をお断りさせていただきます。 

 

《タワーレコード店内の感染防止策について》 

・飛沫感染防止シートをレジ・カウンターに設置しております。 

・金銭の受け渡しはトレイ上でさせていただきます。 

・従業員はマスクと手袋を着用させていただいております。 

・店内の除菌清掃を実施しております。 

・換気時間を設け、店内の換気を実施しております。 

・エレベーター/エスカレーターは間隔を十分に取ってお乗りください。 

 

ご来場の際は、感染防止対策にご理解、ご協力のほど、お願いいたします。 

＜参考＞ 新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

 


