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＜TOWER RECORDS SHIBUYA NEWS 50＞ 
 2011 年 5 月 25 日 

 

 

 
タワーレコード渋谷店ニュース 50 

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。 

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（5/25-5/31） 

 
渋谷店で開催が決定したキャンペーン！ 

◆詳しくはタワレコ渋谷店ブログへ http://tower.jp/blog/shibuya/ 

 

NEW！【J-POP】『ユニコーン ニューアルバム「Z」発売記念 ユニコーンでラウンジだZ』 開催中！ 
ユニコーン ニューアルバム「Z」の発売を記念して、渋谷店にて、『ユニコーン、ニューアルバム「Z」発売記念 ユニコーン

でラウンジだ Z』開催中！パネル展はもちろん、数々のお宝グッズ、メンバー着用衣装、話題の「MUSICIAN」Ｔシャツ、メン

バーといっしょに写真の撮れる等身大パネルなど、もり沢山でラウンジ・スペースを埋め尽くします！！ 

さらに、ニューアルバム「Z」をお買い上げのお客様に抽選で「メンバー直筆サイン入りパネル」プレゼントも！ 

 

【展示場所】渋谷店 1Ｆ ラウンジ・スペース 【展示期間】5/24（火）～5/30（月）予定 ＊期間は変更になる場合がございます 

【プレゼント抽選応募用紙投函場所】渋谷店 1Ｆインフォメーションカウンター 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/78381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【渋谷店限定企画 J-POP】黒猫チェルシー「NUDE+」発売記念！ 

鋤田正義×黒猫チェルシー未公開ジャケットメンバー写真展＆抽選会開催中！ 
黒猫チェルシー1st フルアルバム『NUDE+』で使用されなかった未公開ジャケットメンバー写真を、渋谷店にて期間限定で公

開！さらに『NUDE+』を渋谷店にてお買い上げのお客様に、抽選応募券を先着で差し上げます。 

ご応募いただいた中から抽選で、展示で使用した写真にメンバーからのサインを入れてプレゼント！ 

 

【展示場所】渋谷店 2F 【展示期間】5/24(火)～5/30(月) 
※抽選応募券は数に限りがございますのでご了承ください。 

※当選者への写真プレゼントは 6/3 以降に、店舗より発送させて頂きます。 

※期間は変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/78349 

 

 

NEW！【渋谷店限定キャンペーン J-POP】the band apart/ASPARAGUS 

「SMOOTH LIKE BUTTER」×タワーレコード渋谷店 キャンペーン開催！ 

6/17（金）日本武道館での the band apart と ASPARAGUS による 2 マンライブイベント 

「SMOOTH LIKE BUTTER」の開催を記念して、渋谷店店頭にてキャンペーンを開催中！ 

対象商品を渋谷店にてお買い上げいただくと、今回の武道館ライブチケット（しかもペア！）や 

Ｔシャツ、ステッカーがその場で当たる抽選会にご参加いただけます！ 

【キャンペーン期間】5/20（金）～景品がなくなりしだい終了 

【抽選会場】渋谷店 2Ｆパンクコーナーにて 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/78304 

 

黒猫チェルシー コーナー、写真展模様 （2F フロア） 

『ユニコーン ニューアルバム「Z」発売記念 ユニコーンでラウンジだ Z』展示模様 （1F ラウンジ・スペース） 



 

NEW！【J-POP】三浦大知 新作DVD「DAICHI MIURA LIVE TOUR 2010 GRAVITY」発売記念 

パネル展示＆パネルプレゼント抽選決定！ 
三浦大知の新作 DVD「BLADAICHI MIURA LIVE TOUR 2010 GRAVITY」の発売を記念して、パネル展示中！ 

また、対象商品をご購入の方に、展示したパネル応募抽選でプレゼント！ 

【展示場所】渋谷店 2Ｆ 

【展示期間】5/24（火）～6/6（月） 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/78362 

 

 

 

 

 

 

NEW！【K-POP】ZE:A ライブDVD「ZE:A Special Live –Love Letter for you-in Tokyo」発売記念！ 

パネル展 開催中！ パネルプレゼントも！！ 

ZE:A 5/25（水）発売のライブ DVD「ZE:A Special Live –Love Letter for you-in Tokyo」 

発売記念のパネル展開催中！ 

さらに、対象商品を渋谷店にてお買い上げの方に抽選で展示したパネルをプレゼント！ 

 

ZE:A パネル展詳細 

【展示期間】5/24（火）～6/6（月）閉店時まで 

【展示場所】渋谷店 5F エレベーターホール 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/78385 

 

 

 

 

NEW！【K-POP】パク・ジョンミン（SS501）ソロ･デビュー記念！ パネル展開催中！ 
大人気 K-POP ダンスグループ SS501 のメンバー、PARK JUNGMIN(パク・ジョンミン)のソロ・デビュー5/25（水）発売 

ミニ・アルバム｢Wara Wara The PARK JUNGMIN｣を記念して渋谷店にてパネル展開催中！ 

  

パク・ジョンミン・写真パネル展詳細 

【展示期間】5/24（火）～6/6（月） 

【展示場所】渋谷店 5F エレベーターホール 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/78363 

 

 

 

 

NEW！【ROCK】アークティック・モンキーズ「サック・イット・アンド・シー」発売記念！ 

パネル展示＆抽選会決定！ 
アークティック・モンキーズ、待望の新作リリースを記念して、パネル展＆スペシャルグッズが当たる抽選会（ハズレな

し！！！！）開催が決定！ 

【パネル展示開催期間】5/31(火)～終了日未定 

【抽選会参加方法】5/31（火）入荷アークティック・モンキーズ「サック・イット・アンド・シー」を 

渋谷店にてお買い上げのお客様に、抽選で豪華賞品を差し上げます!!! 

【抽選特典】特賞：特大アーティスト・パネル A 賞：オリジナル T シャツ 

B 賞：レコード・ストア・デイ限定 7 インチ・レコード C 賞：缶バッジ 

【抽選開場】1F インフォメーションカウンター ※抽選会は特典が無くなり次第終了とさせていただきます。 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/78239 

 

 

 

 

 

ZE:A パネル展示模様 （5F フロア） 

三浦大知 コーナー、パネル展示模様 （2F フロア） 

パク・ジョンミン パネル展示模様 （5F フロア） 
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NEW！【キャンペーン】映画「マイ・バック・ページ」公開記念！ 大抽選会＆パネル展開催中！ 
5/28（土）公開の映画『マイ・バック・ページ』店頭キャンペーンを開催中！ 

期間中、原作「マイ・バック・ページ」をはじめ、対象商品を渋谷店にてお買い上げの方に、山下監督サイン入りマスコミ用

パンフレットやペア劇場鑑賞券、ポスターなどがその場で当たる抽選会にご参加いただけます！ 

また、渋谷店 7F 下り側エスカレーター・ホールにて映画場面写真をまとめたパネル展も開催中！ 

【キャンペーン期間】5/22（日）～景品がなくなりしだい終了 

【抽選会景品】 

A 賞：「山下監督サイン入りマスコミ用パンフレット+映画オリジナル・ボールペン」セット 

Ｂ賞：ペア劇場鑑賞券  

C 賞：映画オリジナル B2 ポスターまたはポストカード 

 ◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/78353 

 

  

 

 

 

 

 

NEW！【イベント】青林工藝舎presents頂上決戦?! 杉作Ｊ太郎×古泉智浩トーク＆サイン会開催！ 
5/25（水）青林工藝舎より発売の書籍、杉作Ｊ太郎『杉作Ｊ太郎が考えたこと』と古泉智浩『1984 スイートメモリーズ』の 

同時発売を記念して、お二人のトークショー＆W サイン会を開催！ 

青林工藝舎 presents 「杉作Ｊ太郎×古泉智浩 トーク＆サイン会」 

【出演】杉作Ｊ太郎（男の墓場プロダクション局長）/古泉智浩（漫画家） 

【日時】6/4（土） 16：00 スタート  

【場所】渋谷店 7F TOWER BOOKS 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/78376 

 

 

 

 

＜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 

5/25（水） 19:00 福田進一＆E.フェルナンデス（ギターデュオ） ミニライブ＆サイン会 

5/25（水） 19:00 YU-A ミニライブ＆サイン入り特典お渡し会 

5/26（木） 

①17：15     

②18：30     

③19：45 
パク・ジョンミン トーク＆ミニライブ＆ハイタッチ会 

5/27（金） 19:00 Flip    ミニライブ 

5/28（土） 13:00 THE KIDDIE    ミニライブ＆握手会 

5/28（土） 15:00 桑田歩 ミニライブ＆サイン会 

5/28（土） 16:00 
ロジックシステム 出演：LOGIC SYSTEM（松武秀

樹/MOTION±主宰）×畠山実（ICC 主任学芸員）
トーク＆サイン会 

5/28（土） 18:00 
NEW TOWER GENERATION vol.2  

出演：ピロカルピン、門田匡陽、Lyu:Lyu ミニライブ 

5/29（日） 15:00 氣志團    スペシャルイベント 

 

※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。 

 

©2011 映画『マイ・バック・ページ』製作委員会 

 

■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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