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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（7/21-7/27） 
 

 

渋谷店で開催が決定したキャンペーン 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

【「ONE PIECE Log Collection」発売記念！ ワンピースジャック@渋谷店 開催決定！】                         

７/23（金）発売「ONE PIECE Log Collection」の発売を記念して、渋谷店にてワンピースジャック@渋谷を開催！ 

期間中（7/22（木）～8/4（水））に、渋谷店 1F にて対象商品\3.000 お買い上げごとにポストカード 1 枚をプレゼント！ 

また、CD、DVD や書籍、グッズなども取り揃えて名場面や DVD ジャケットとともに大展開展示予定！ 

対象商品をお買い上げの方に抽選で、展示したパネルを 3 名様にプレゼントも！ 

チョッパーもタワレコ従業員となり、皆様のお越しをお待ちしております！ 
※ポストカードは 3 種のランダムとなります、絵柄は選べません 

※\9,000 以上（単品）お買い上げの方はその場で 3 枚プレゼントとなります 

  

 

 【MGMT パフォーマンス・イベント@渋谷店 開催決定！】 

MGMT が渋谷店 1Ｆエントランスにて、自身のディスプレイをペインティングするパフォーマンス・イベント開催！ 

完成したディスプレイは渋谷店 3Ｆのエスカレーターホールに設置してくれます！！（※観覧 FREE） 

また、抽選でサインやディスプレイが当たる抽選会も開催決定！！！！フジロック前にぜひご覧ください！ 
※当日のスケジュールによって 1F エントランスでのパフォ－マンスのみになる可能性があります。予め御了承ください。 

 

ディスプレイ作成パフォーマンス日時：7/29(木) ※時間は後日発表 場所：渋谷店 1F エントランス 

ディスプレイ展示期間：7/29(木)～8/31（火）予定 展示場所：渋谷店 3F エスカレーターホール 

抽選期間：7/20（火）～景品がなくなり次第終了 

対象商品：※いずれも国内盤のみ対象 

『オラキュラー・スペクタキュラー（+4）』、『コングラチュレイションズ』、 

『コングラチュレイションズ（+5）』（来日記念盤）  

賞品： 

1 等：本人作成のディスプレイ  

2 等：サイン  

3 等：ステッカー  

 

 

 

【映画「BANDAGE」DVD 発売記念！ 

劇中にてナツ（赤西 仁）使用アコーステック・ギターを特別展示決定！】 

展示期間：7/22（木）～終了日未定 展示場所：渋谷店１F（「BANDAGE」展開横予定） 
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MGMT コーナー 

（3F フロア） 
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【夏フェスをテーマに渋谷・パルコ part1 6F に期間限定ショップオープン中！】                             

8/1（日）までの期間、夏フェス”をテーマにした限定ショップ 

「TOWER RECORDS 18Days Limitation Summer Festival Shop」を渋谷パルコ part1・6F 催事場にオープンしています！ 

”夏フェス”をテーマに、今年の出演アーティストの CD、DVD 選りすぐり約 100 タイトルを展開中！ 

さらに、アウトドアシーンで役立つこと間違いナシの”夏フェス応援グッズ”や Coleman 商品を取り揃え販売も！ 

3,000 円（税込）以上お買い上げいただいたお客様に、もれなく渋谷店で使える 10%オフチケットをプレゼント！ 

パルコの中のタワレコショップ、是非お立ち寄りくださいね、お待ちしています♪        

期間：7/15（木）～8/1（日） 場所：渋谷パルコ part1 6F オープン： 10：00～21：00 

 

 

 

 
 

【RIP SLYME 大博覧会×タワーレコード渋谷店キャンペーン 開催中！】 

RIP SLYME の 10 年間をギュっとまとめて総括する「RIP SLYME 大博覧会」が 

パルコファクトリー（渋谷パルコ PART1・6F）で開催中！ 

期間中に、渋谷店店頭にて 8/4 発売 RIP SLYME 5 年ぶりのベストアルバム「GOOD TIMES」をご予約いただいた方に、 

【RIP SLYME 大博覧会】入場料割引券をもれなくプレゼント！！  
 

「大博覧会」はユニークに展示/再現した RIP 風アトラクション！ 

観客がステージに登リ、観覧する演出に！ここでしか見られないお宝アイテムの数々、 

さらにここでしか手に入らない超貴重な復刻ノベルティーグッズや新作オリジナルグッズの限定販売等、 

魅力満載のエンタテインメント空間！ 
 

この話題の「大博覧会」を見に行くなら、 

先にタワレコ渋谷店に寄ってリップベストをご予約されてからが、お得ですよ！！ 

一般 400 円→200 円・学生 300 円→150 円と、なんと半額に！ 
 

RIP SLYME 大博覧会「GOOD TIMES」2001～2010HIP で POP で ART な 10YEARS なのだ！！ 

会場 ：渋谷パルコファクトリー (渋谷パルコ パート 1･6F) 

期間 ：8/2（月）まで開催中！ 10：00～21：00 最終日は 18：00 まで（会期中無休・入場は閉館の 30 分前まで） 

入場 :一般 400 円・学生 300 円・小学生無料 

 

 

【渋谷店 15 周年記念！  

人気ロックバンド rice 書き下ろしシングル「煌々」8/4(水)渋谷店限定発売！】  

8/4（水）にシングル「Cicada」のリリースをする rice（ライス）が、 

なんと渋谷店移転 15 周年記念のために書き下ろしたシングル 

「煌々」(キラキラ)を同日発売する事が決定！！ 

8/7（土）には、インストア・イベントも予定しています！ 

 

 

 

 

【渋谷店限定！4Minute パネル展 7/27（火）より開催決定!!】 

アジア全域で人気爆発中の韓国のガールズ・グループ 4Minute。 

渋谷店では、7/28(水)発売の 2nd シングル「I My Me Mine(Japanese Version)」の発売を記念して、 

5/8（土）に ZEPP 東京で行われたワンマン・ライブ時に撮影された写真のパネル展示を開催します！  

【4Minute パネル展示詳細】   

展示期間：7/27（火）～8/9（月） 展示場所：渋谷店 5 階エレベーターホール 

 

 

 

 

 

 

 

左から 

4Minute へのメッセージノート 

サイン入りエプロン 

RIP SLYME 大博覧会

フライヤー 

rice アーティスト写真 

TOWER RECORDS 18Days Limitation 

Summer Festival Shop 

（渋谷パルコ part1 6F） 
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今週 渋谷店で開催中のキャンペーン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★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！ 

 

 

 

＜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 

7/21（水） 19:30 トータルテンボス トーク＆握手会 

7/22（木） 19:00 TEAM 純情 ミニライブ＆抽選会 

7/23（金） 20:00 Buffalo Daughter ミニライブ 

7/24（土） 13:00 ［Champagne］ ミニライブ 

7/24（土） 15:00 OKI トーク＆サイン会 

7/24（土） 18:30 vistlip  ミニライブ 

7/25（日） 14:00 UNCHAIN  ミニライブ 

7/25（日） 19:00 音速ライン    ミニライブ 

7/27（火） 19:00 中野腐女シスターズ 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。 

 

 

今週の渋谷店 15 周年情報 

◆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） 

◆CNBLUE 写真パネル展示中！ 

◆ジョンフン直筆サイン入りポラロイド展示中！ 

◆ZE:A ポラロイド展示中！ 

◆渋谷店 15 周年記念イベント！8/21（土）「スペシャル論論ブーツ」ロンドンブーツ 1 号 2 号インストア・イベント決定！ 

◆東方神起 輸入盤 DVD キャンペーン開催・直筆サイン入りポラロイド展示中！   

◆渋谷店 15 周年記念！ 歴史ポラロイド展示中！                                          

◆ユン・サンヒョン直筆サイン 展示中！ 

◆東方神起ガチャガチャ「ミニチュア CD コレクションⅡ」 設置中！（終了日未定） 

◆水樹奈々 衣装展示&スペシャルパネル展 7/26（月）まで開催中！ 

◆佐藤ブライアン勝彦 作品集発売記念展 7/31（土）まで開催中！ 

◆神聖かまってちゃん 写真パネル展 開催中！（終了日未定） 

◆FTIsland 「Five Treasure 展」 開催中！（終了日未定） 

◆AKB48 特大パネル&生サイン！ 展示中！ 

◆七尾旅人『billion voices』発売記念！ 「Rollin’ Rollin’」お絵描きレコード 展示中！ 

渋谷店 15 周年記念！  

歴史ポラロイド展示中！ 

ただいま展示中！ 

FTIsland パネル（5F フロア） 

 

■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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