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LUNA SEA 公式ツアーパンフレットの電子版 23 タイトルが
ワールドプライスにて世界配信決定

インプレスグループで音楽関連の出版事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、
代表取締役社長：古森優）は、8 月 8 日より、LUNA SEA 公式ツアーパンフレットの電子版 23 タイトルを世界の
Apple iTunes Store（iBooks Store）でリリースいたしました。
バンド結成 25 周年を記念し、16 都市 32 公演に及ぶ全国ツアーを敢行中の LUNA SEA。彼らの歴代の公式
ツアーパンフレットをデジタルリマスタリングし、電子書籍として復刻した『LUNA SEA 公式ツアーパンフレット・ア
ーカイブ・シリーズ』全 23 タイトルが、アメリカやヨーロッパをはじめとする世界の Apple iTunes Store（iBooks
Store）にて日本時間 8 月 4 日より販売スタートします。この全世界販売スタートを記念して、同シリーズはワール
ドプライスに価格を変更、先行販売中の「日本版 23 タイトル」もさらにお求めやすくなりました。本電子書籍は
Apple iBooks Store、Amazon Kindle、楽天 Kobo、紀伊國屋 Kinoppy ほか各電子書籍ストアにて購入可能です。
各種タブレット端末はもちろん、スマートフォン、または PC でもお楽しみいただけます。
＊各国での発売日と価格は各ストアにてご確認ください。
▼リットーミュージック LUNA SEA 25th 特設サイト
http://www.rittor-music.co.jp/lunasea

■オフィシャルツアーパンフレット（全 23 タイトル）
『IMAGE or REAL』（1992 年）
『AFTER the IMAGE』（1992 年）
『SEARCH FOR MY EDEN』（1993 年）
『The Garden of Sinners』（1993 年）
『941216121712241227』（1994 年）
『MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE』（1995 年）
『LUNATIC TOKYO』（1995 年）
『UN ENDING STYLE』（1996 年）
『UN ENDING STYLE~TO RISE~』（1996 年）
『REVIVE 〜Manatsu no Yagai〜』（1998 年）
『SHINING BRIGHTLY』（1998 年）
『END OF PERIOD』（1998 年）
『CAPACITY ∞』（1999 年）
『BRAND NEW CHAOS』（2000 年）
『BRAND NEW CHAOS ACT II』（2000 年）
『THE FINAL ACT TOKYO DOME』（2000 年）
『GOD BLESS YOU ~One Night Dejavu~』（2007 年）
『REBOOT -to the New Moon-』（2010 年）
『LUNACY DRESS CODE:BLACK GIG 〜the Holy Night〜』（2010 年）
『REBOOT -THE LAST COUNT DOWN-』（2010 年）
『A Promise to The Brave』（2011 年）
『The End of the Dream ZEPP TOUR 2012「KOURIN」』（2012 年）
『The End of the Dream』（2012 年）
■ワールドプライス（予価）
基準価格 850 円(Amazon Kindle) 、税込価格 918 円(楽天 Kobo、紀伊國屋 Kinoppy、その他) 、Apple 価格
950 円(Apple iBooks Store)
■販売予定国（詳しくは各国の iTunes をご覧下さい）
Argentina、Australia、Austria、Belgium、Bolivia、Brazil、Bulgaria、Canada、Chile、Colombia、Costa Rica、
Cyprus、Czech Republic、Denmark、Dominican Republic、Ecuador、El Salvador、Estonia、Finland、France、
Germany、Greece、Guatemala、Honduras、Hungary、Ireland、Italy、Latvia、Lithuania Zealand、Nicaragua、
Norway、Panama、Paraguay、Peru、Poland、Portugal、Romania、Slovakia、Slovenia、Spain、Sweden Kingdom、
United States、Venezuela
<NEWS>
LUNA SEA's official brochures [e-Book ver.] are now on sale on Apple iTunes stores in 51
countries around the world!!
LUNA SEA's long-awaited legendary official brochures are now digitally remastered and
reprinted. This e-book version is fully enjoyable on your smartphone, tablet and computer.
All the 23 titles of "LUNA SEA official brochures Archives" are now on sale at iBooks Store on
Apple iTunes in 51 countries in the world.
Just go to your Apple iTunes Store, type "LUNA SEA" to search in the iBooks Store and get
them now!! http://www.rittor-music.co.jp/lunasea

【株式会社リットーミュージック】 http://www.rittor-music.co.jp/
□所在地：〒102-0073 東京都千代田区九段北 3-2-11 住友不動産九段北ビル 6F □設立：1978 年 4 月 10 日 □資本金：1
億 6,900 万円 □決算期：3 月 31 日 □従業員数：93 名（2014 年 3 月 31 日現在） □代表取締役：古森優 □事業内容：音楽
関連出版事業
【インプレスグループ】 http://www.impressholdings.com/
株式会社インプレスホールディングス(本社：東京都千代田区、代表取締役：関本彰大、証券コード：東証 1 部 9479)を持株会社と
するメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「モバイルサービス」を主要テーマに専門性の高いコンテンツ＋サー
ビスを提供するメディア事業を展開しています。
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