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世界最大級の CD ショップとして、約 70 万枚の品揃えを誇り、 

タワーレコードの旗艦店として、常に渋谷から音楽を発信し続けているタワーレコード渋谷店。 

1995 年の移転オープンから今年で 15 周年を迎えることを記念して 

「MORE MUSIC, MORE TOWER！CAMPAIGN」と題し、いままで以上にパワーアップし 

様々な音楽を「タワーレコード渋谷店ニュース」として渋谷店の最新音楽情報をウィークリーでご紹介します。 

 

タワーレコード渋谷店ウィークリー情報（6/16-6/22） 
 

今週 渋谷店で開催中のキャンペーン 

 

 

 

 

 

渋谷店で開催が決定したキャンペーン 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★タワーレコード・ギフトカード・プレゼント・キャンペーン･･･ 

12 月までの毎月 15 日は、5,000 円（税込）お買い上げごとに 

タワーレコード・ギフトカード 500 円プレゼント！ 
 

★モバイル会員限定 ポイント 3 倍 DAY･･･ 

12 月までの毎月 25 日は、タワーレコードモバイル会員限定ポイント 3 倍キャンペーン！ 
 

★MONTHLY FEATURE！･･･タワーレコード渋谷店では、15 周年を記念して 4 月～12 月の期間中、 

毎月 10 日間限定のスペシャル施策＜MONTHLY FEATURE！＞を行っています！ 

今回の＜MONTHLY FEATURE!＞は、6/20（日）までの期間、 

DVD または Blu-ray を\5,000（税込）以上お買い上げごとに、 

総額\500 分のクーポンをプレゼント！渋谷店のみの特別なキャンペーン！ 

このまとめ買いのチャンスをお見逃しなく！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週の渋谷店 15 周年情報 

●【AA=オリジナル・マスク展示中！（終了日未定）】 

●【TENORI-ON フェア 7/19(月・祝)まで開催中！】    

●【Sound Horizon パネル展示会 開催中！（終了日未定）】   

●【東方神起の貴重な直筆サイン入りポラロイド展示 6/29（火）より展示中！（終了日未定）】  

●【韓国の人気俳優、チュ・ジフンの渋谷店限定パネル展 6/22（火）～7/5（月）まで開催！】  

●【ギター・ヒーロー、リー・リトナーのインストア・イベント 6/26（土）決定！】  

◆【oasis パネル展 6/27（日）まで開催中！】 

◆【E.YAZAWA タオル GALLERY  6/21（月）まで開催中！】 

◆【BIGBANG シングル・リリース記念、展示＆旧譜キャンペーン開催中！（終了日未定）】    

◆【IRIS ミニ展示開催中！（終了日未定）】     
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■ご取材ならびにこの件に関するお問い合わせ先■ 

タワーレコード株式会社 広報室 谷河（やがわ）、高橋、松本、伊早坂  

TEL：03-3496-5245  Email：press@tower.co.jp 
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【AA=オリジナル・マスク展示中！】･･･上田剛士のソロ・プロジェクト、                                

AA=のニューアルバム『#2』のリリースを記念して、渋谷店 2Ｆにて                                    

オリジナル・マスクを展示中！轟音を体感する際に、是非ご覧下さい！                                 

また、『#2』をご購入いただいた方に、先着で配布する特典応募ハガキにて                             

応募抽選でメンバー直筆サイン入マスクをプレゼント！ 
 

【TENORI-ON フェア詳細】･･･YAMAHA が 2 年前に発売し話題を呼んだ新世代の楽器、               

TENORI-ON（テノリオン）。その新機種、TENR-O の発売を記念して渋谷店にて                     

TENORI-ON フェアの開催が決定！ただいま、TENORI-ON を使用しているアーティスト                     

の対象商品 12 タイトルの内、いずれかをご購入いただくとその場で抽選会を実施！                       

また、実際に ENORI-ON を体験、演奏も出来ます！  

抽選会 開催期間：開催中！※景品が無くなり次第、終了となります※TENORI-ON の販売はおこなっておりません。 

景品内容：1．TENORI-ON X intoxicate Special Event にご招待、2．TENORI-ON T シャツ 

【実機展示期間：7/19（月・祝）まで展示中 展示場所：渋谷店 5F NEW AGE コーナー】 

【Sound Horizon パネル展示会 開催決定！】･･･待望の 7th Story 序章！                         

Prologue Maxi 「イドへ至る森へ至るイド」発売記念！                                            

Sound Horizon 展示会開催決定！展示会ではパネル展のほか、なんと実際に                           

撮影で使用された“イド”が登場！是非、渋谷店へご来店下さい！                                   
【開催中～終了日未定 展示場所 渋谷店 1F スペース】 

【東方神起の貴重な直筆サイン入りポラロイド展示決定!!!】･･･撮影当時、ほんの短期間のみ                  

店頭掲示した貴重な直筆サイン入りポラロイドの展示をします!!2007/3/17 にセカンド・アルバム                   

「FIVE IN BLACK」発売時に渋谷店で行ったスペシャル・イベント時に撮影したこのポラロイド。                        

過去 2 回の東方神起大展示会では、掲示しなかったもの！渋谷店に歴史あり。 なんと、                                

奇跡の発掘です！【開催日時 6/29（火）～ 展示場所 渋谷店 5F K-POP コーナー】 

【韓国の人気俳優、チュ・ジフンの渋谷店限定パネル展示開催!! 】 ･･･ドラマ「宮-Love In Palace」、「アンティーク西洋骨董

洋菓子店」出演で絶大なる人気を誇る韓国の人気俳優、チュ・ジフン。渋谷店では、6/23（水）発売の DVDBOX「チュ・ジフ

ン ALL OF ME-MY PLACE,MY FRIENDS AND MY LOVE」の発売を記念してパネル展示を開催！また、渋谷店でご予約の

上、ご購入いただいたお客様を対象に応募抽選で展示パネルをプレゼントいたします！※現在は予約を締め切っております。         

【チュ・ジフン写真パネル展 展示期間：6/22（火）～7/5（月） 展示場所：渋谷店 5F 下りエスカレーター前】 

ル展示を開催！また、渋谷店でご予約の

上、ご購入いただいたお客様を対象に応募抽選で展示パネルをプレゼントいたします！※現在は予約を締め切っております。         

【チュ・ジフン写真パネル展 展示期間：6/22（火）～7/5（月） 展示場所：渋谷店 5F 下りエスカレーター前】 

【ギター・ヒーロー、リー・リトナーのインストア・イベント決定!!】･･･リー・リトナーが、6/23（水）発売のアルバム「シックス・スト

リング・セオリー」をひっさげ、渋谷店にやって来る！渋谷店にて「シックス・ストリング・セオリー」をお買い上げのお客様に

先着でサイン会参加券を差し上げます。 

【ギター・ヒーロー、リー・リトナーのインストア・イベント決定!!】･･･リー・リトナーが、6/23（水）発売のアルバム「シックス・スト

リング・セオリー」をひっさげ、渋谷店にやって来る！渋谷店にて「シックス・ストリング・セオリー」をお買い上げのお客様に

先着でサイン会参加券を差し上げます。 

ミニライブ＆サイン会日時：6/26（土）15 時 30 分スタート 場所：タワーレコード渋谷店 5F（観覧自由）               
※予定枚数に達した場合はその後にお買い上げいただいてもサイン会参加券はつきません。※ミニライブの観覧は自由となっております。 

ミニライブ＆サイン会日時：6/26（土）15 時 30 分スタート 場所：タワーレコード渋谷店 5F（観覧自由）               
※予定枚数に達した場合はその後にお買い上げいただいてもサイン会参加券はつきません。※ミニライブの観覧は自由となっております。 

                              

渋谷店 今週の大展開＆イチオシ 渋レコメントカード  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【oasis パネル展開催中！】 

ただいま渋谷店 3F（下りエスカレーターホール）にて、「oasis パネル展」開催中！ 

デビュー当初から最新のフォトショットをパネルにして展示しております！6/27（日）まで開催！ 

渋谷店のお隣にある＜カフェ・マンドゥーカ＞も oasis 一色に！ 

ドリンクには oasis 柄コースターがついてきます！ 

 

左から 

久保田利伸「LOVE RAIN～恋の雨～」（1F） 

locofrank「STANDARD」（1F） 

福原美穂「Music is My Life」（1F） 

クラシックイチオシコーナー（6F） 

東方神起  

直筆サイン入りポラロイド写真 

Sound Horizon 展開、イド展示 

TENORI-ON フェア 

AA=「#2」、オリジナル・マスク 展開 

渋谷店で開催が決定したャンペーン 

OASIS「TIME FLIES…1994-2009」  

今週 渋谷店で開催中のキャンペーン 
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【E.YAZAWA タオル GALLERY 6/21（月）まで開催中！】･･･渋谷店移転 15 周年と矢沢永吉ソロデビュー35 周年&      

ニューアルバム「TWIST」発売記念！ソロデビューから現在に至るまでのレア・タオルも含め 20 点以上展示！        

その他パネル展示、渋谷店店内で撮影された「TOWER」誌未掲載写真を展示、                                  

15th 記念メッセージ、アルバム「TWIST」についてのコメント映像上映！                                       

直筆サイン入り「NO MUSIC, NO LIFE?」ポスター掲示、                                         

ヱエントランスは、矢沢永吉 8 枚の貴重なライブ写真で埋めつくされています！                                  

旧譜購入 2 大特典キャンペーン！は、対象商品をご購入いただいた方に先着で                           

ポストカード又は告知ポスタープレゼント！さらに、タワレコ全店限定特典、大好評缶バッジ第 2 弾をプレゼントも！ 

【BIGBANG シングル・リリース記念、展示＆旧譜キャンペーン開催中！】･･･BIGBANG のシングル            

「TELL ME GOODBYE」の発売を記念して、渋谷店にてミニ展示＆旧譜キャンペーンを開催中！                               

特典の見本も掲示中！また、ドラマ『IRIS』のサウンドトラックの国内盤                            

「IRIS:ORIGINAL SOUNDTRACK PERFECT BOX」の発売を記念してミニ展示も！ 

BIGBANG 展示詳細                                                               

シングル「声をきかせて」の発売時に渋谷店に掲示した”写真パネル“、”販売促進用ポスター”を                

アンコール展示！ともに前回の展示では掲示しておりません。【展示中～終了日未定 展示場所：渋谷 5F】                 

BIGBANG 旧譜キャンペーン詳細･･･過去のリリース作品の特典が数量限定で復活!! まだ入手していない作品があるファン

の方は、この機会をお見逃しなく！【開催日時：開催中～予定数量に達し次第、終了となります】  

特典内容：アルバム「BIGBANG (CD+DVD)」⇒ポスター、「ASIA BEST 2006-2009」⇒ステッカー 

シングル「MY HEAVEN （CD のみ通常盤 A）」⇒ステッカー、「MY HEAVEN （CD のみ通常盤 B）」⇒ポスター、                           

「ガラガラ GO! （CD のみ通常盤 A）」⇒ステッカー、「ガラガラ GO! （CD のみ通常盤 B）」⇒ポスター、                                

「声をきかせて （CD+DVD）」⇒ポスター、「声をきかせて （CD のみ）」⇒ステッカー 

【IRIS ミニ展示詳細】･･･多方面より注目を集めている韓国のテレビドラマ『IRIS』、サウンドトラックの                 

国内盤「IRIS:ORIGINAL SOUNDTRACK PERFECT BOX」の発売を記念して、韓国よりサントラに                      

参加されているアーティスト（シン・スンフン、キム・テウ、ペク・チヨン）の直筆サインを展示中！                      

今なら国内盤サントラをご購入いただいた方に先着で特典ポスターをプレゼント!                                   

※数に限りがございますので、なくなり次第、終了となります   是非、お立ち寄りください！                              

【展示期間：展示中～終了日未定 展示場所：渋谷店 5F】       

＜今週渋谷店で開催されるイベント情報＞ 

日付 時間 アーティスト名 イベント内容 

6/16（水） 19:00 彩冷える   ミニライブ 

6/17（木） 19:00 凛  ミニライブ＆握手会 

6/18（金） 19:30 group_inou 「_」発売記念  公開インタビュー＆ミニライブ 

6/19（土） 15:00 中井智弥/Eva Alkula ミニライブ＆サイン会 

6/19（土） 16:00 崎谷直人（ヴァイオリン）新倉瞳（チェロ）柘植涼子（ピアノ） ミニライブ＆サイン会 

6/19（土） 19:00 土岐麻子 New Album「乱反射ガール」リリース記念 JFN 系列 

全国 20 ネット「TOKI CHIC RADIO」公開収録スペシャル！！ 

ミニライブ＆トーク 

6/20（日） 15:00 WOLF MAIL ミニライブ＆サイン会 

6/20（日） 15:30 大萩康司 ミニライブ＆サイン会 

6/20（日） 16:00 「ANONYMOUS POP 小田島等作品集」発売記念イベント  

出演：小田島等 ゲスト：田中貴（サニーデイ・サービス） 

トーク＆サイン会 

6/20（日） 17:00 ハウル・ハウゴー from デンマーク ミニライブ＆サイン会 

6/20（日） 19:00 DE DE MOUSE ミニライブ 

6/21（月） 19:30 LOSTAGE ミニライブ 

6/22（火） 19:30 soulkids×back number スペシャルインストアライブ“soulback” ミニライブ 

※イベント内容、時間等変更の場合がございます。詳しくはタワーレコード渋谷店（TEL03-3496-3661）へお問合せ  

又は、タワーオンラインインストアイベント情報（http://tower.jp/store/event）にてご確認ください。 
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