ローソンＨＭＶエンタテイメントからのお知らせ
2017 年 9 月 13 日
株式会社ローソン HMV エンタテイメント

アナログレコードの専門店
「ＨＭＶ ｒｅｃｏｒｄ ｓｈｏｐ 新宿ＡＬＴＡ」
オープン１周年を記念し、独自企画盤アナログレコードを発売
株式会社ローソン HMV エンタテイメントが運営するアナログレコードと CD の中古専門店「HMV
record shop 新宿 ALTA」は、2016 年 10 月のオープンから 1 周年を迎えます。1 周年を記念し、独自企
画盤アナログレコード全 10 タイトルの販売やインストアイベント、お得なセールなどを実施いたします。
「HMV record shop 新宿 ALTA」は、2014 年 8 月にオープンした「HMV record shop 渋谷」に続く、
アナログレコードと CD の中古専門店の 2 号店として 2016 年 10 月 1 日（土）にオープンいたしました。
レコードの再評価や人気の高まりと共に、音楽／レコードファンのお客さまをはじめ、レコードをはじめて
聴く若年層のお客さまなどにも多く来店いただいております。
今後も「HMV record shop」は、今後もお客さまに音楽の楽しみ方の 1 つとして“レコード”を提案する、
文化の“情報発信地”を目指してまいります。
詳細は以下のページからも確認いただけます。
☆HMV record shop 新宿 ALTA 1 周年特設ページ
http://recordshop.hmv.co.jp/22158

▲ MARVIN GAYE「WHAT’S
GOIN’ ON (ORIGINAL
DETROIT MIX)」

▲ HIROSHIⅡHIROSHI
「HIROSHIⅡHIROSHI VOL.1」

▲ VARIOUS「1000 のプロレスレコ
ードを持つ男 ep.名勝負数え唄
編」

＜添付資料 ①＞
■「HMV record shop 新宿 ALTA」1 周年記念 発売商品（独自企画盤アナログレコード）
＜9 月 30 日（土）発売＞

※一般発売は 10 月 7 日（土）

・MARVIN GAYE「WHAT’S GOIN’ ON (ORIGINAL DETROIT MIX)」
【LP】 ￥3,800（税抜）
・HIROSHIⅡHIROSHI「HIROSHIⅡHIROSHI VOL.1」
【LP】 ￥3,800（税抜）
・DON THOMPSON「JUST PLAIN’ FUNK / HANG LOOSE」
【7inch】 ￥1,900（税抜）
・MARYANN FARRA & SATIN SOUL
「NEVER GONNA LEAVE YOU / YOU GOT TO BE THE ONE」
【7inch】 ￥1,900（税抜）
・SHARON RIDLEY「Changin'(Edit Version) / Changin'(single Verison)」
【7inch】 ￥1,900（税抜）
・BRAINSTORM
「JOURNEY TO THE LIGHT(Part1) / JOURNEY TO THE LIGHT(Part2)」
【7inch】 ￥1,900（税抜）
・FRONTIER BACKYARD「THE GARDEN EP」
【7inch】 ￥1,700（税抜）
＜10 月 14 日（土）発売＞

※一般発売は 10 月 21 日（土）

・OOHYO(ウヒョ)「PIZZA」【7inch】 ￥1,700（税抜）
・VARIOUS「1000 のプロレスレコードを持つ男 ep.名勝負数え唄編」【7inch】 ￥1,800（税抜）
・VARIOUS「1000 のプロレスレコードを持つ男 ep.新日本×UWF 編」
【7inch】 ￥1,800（税抜）

■「HMV record shop 新宿 ALTA」1 周年記念 企画
HMV record shop × HOLiDAY! RECORD PRESENTS 『FORELSKET』 7inch シリーズ発売
『FORELSKET』とは HMV record shop 新宿 ALTA で定期的に開催されているインストアイベント。店舗
の名物コーナーである HOLIDAY! RECORDS コーナーと連動し、HMV record shop ならではの先見的なセ
レクトでバンドを招聘しています。
この度、「HMV record shop 新宿 ALTA」1 周年を記念して、HMV record shop と HOLIDAY! RECORDS
がそれぞれの視点で自信を持ってお勧めするアーティストと楽曲を厳選し 7inch アナログ化。9 月 30 日（土）
発売のバレーボウイズを皮切りに毎週 1 タイトル、record shop3 店舗および HOLIDAY! RECORDS で先行
販売いたします。
第 1 弾：＜2017 年 9 月 30 日（土）発売＞ ※一般発売 10 月 7 日（土）
バレーボウイズ「アサヤケ / 夏休みがおわる」【7inch】
第 2 弾：＜2017 年 10 月 7 日（土）発売＞ ※一般発売 10 月 14 日（土）
YOOKs「hanashi / leaving summer (New Recording)」
【7inch】
第 3 弾：＜2017 年 10 月 14 日（土）発売＞ ※一般発売 10 月 21 日（土）
SUNNY CAR WASH「ティーンエイジブルース / 夢で逢えたら」【7inch】
第 4 弾：＜2017 年 10 月 21 日（土）発売＞ ※一般発売 10 月 28 日（土）
17 歳とベルリンの壁「反響室 / ハッピーエンド」【7inch】
★今後の予定や商品の詳細に関しては、以下のページからご確認いただけます。
http://recordshop.hmv.co.jp/22643

＜添付資料 ②＞
■「HMV record shop 新宿 ALTA」1 周年記念 インストアイベント
＜9 月 30 日（土）＞
FRONTIER BACKYARD アコースティックインストア LIVE & サイン会
※TGMX さんのみの出演になります
日程：2017 年 9 月 30 日（土） 18:00～
場所：HMV record shop 新宿 ALTA 店内 イベントスペース
参加条件：2017 年 9 月 30 日（土）に HMV record shop にて、
対象商品 1 点お買い上げでイベント参加券を 1 枚お渡しします。
対象商品： FRONTIER BACKYARD「THE GARDEN EP」
【7inch】 ￥1,700（税抜）
FRONTIER BACKYARD「THE GARDEN」
【CD】 ￥2,778（税抜）
★参加方法やイベントの詳細に関しては、以下のページでもご確認いただけます。
http://recordshop.hmv.co.jp/23333
＜10 月 15 日（日）＞
1000 のプロレスレコードを持つ男 EP 2 タイトルリリース記念トークショウ

& サイン会

日程：2017 年 10 月 15 日（日） 時間未定
場所：HMV record shop 新宿 ALTA 店内 イベントスペース
参加条件：2017 年 10 月 14 日(土)発売の「1000 のプロレスレコードを持つ男 EP」を
HMV record shop にてお買い上げのお客様にイベント参加券を 1 枚お渡しします。
対象商品：「1000 のプロレスレコードを持つ男 ep.名勝負数え唄編」
【7inch】 ￥1,800（税抜）
「1000 のプロレスレコードを持つ男 ep.新日本×UWF 編」
【7inch】 ￥1,800（税抜）

■「HMV record shop 新宿 ALTA」1 周年記念セール
・ROCK 国内廃盤レコードセール
・PREMIUM RARE GROOVE SALE PART.1
・PREMIUM J-POP JP-INDIE SALE
・BEATLES CD SALE
・HIP HOP VINYL SALE 一周年記念 SPECIAL VERSION
・J-POP/和モノレコードセール
計 6 ジャンルのセールにて、新着中古レコード合計約 3,000 枚を販売いたします。また、お買い求め易い廉価
中古レコード約 5,000 枚を 10 月 1 日（日）より販売いたします。

