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タワーレコード渋谷店ニュース 22 

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（9/15-9/21） 
 

渋谷店で開催が決定したキャンペーン 

 

NEW！【エレファントカシマシ上映会決定！】 

9/22（水）発売「明日への記憶」、10/20（水）発売「いつか見た夢を/彼女は買い物の帰り道」と 2 ヶ月連続シングルリリース

で話題のエレファントカシマシの上映会が決定！ニューシングルPVのメイキング映像と、たった120人の前で行われ、既に

伝説となりつつある 2010 年 8 月 9 日丸の内コットンクラブでのファン招待ライブの一部を約 30 分に凝縮し、大画面、 

大音量で上映いたします！ 観覧自由ですので、是非ご来店ください！ 

 

●「明日への記憶」発売記念 第一弾上映スケジュール 

日時：9/21（火） ①19：00～ ②20：00～ ③21：00～ 場所：渋谷店 B1【STAGE ONE】 

 

●「いつか見た夢を/彼女は買い物の帰り道」発売記念 第二弾上映スケジュール 

日時：10/21（木） ①19：00～ ②20：00～ ③21：00～  場所：渋谷店 B1【STAGE ONE】 

※第二弾の上映会ではスペシャルコンテンツをおりまぜた必見の内容になる予定です！ 

 

さらに、それぞれの CD ご購入者に先着で「オリジナルステッカー」をプレゼント！ 

1 弾目ステッカー「荒野の四人」、2 弾目ステッカー「荒野の神々」 

2 枚のステッカーを重ね貼りすると新たな四人に変身する面白ステッカーに！ 

 

 

NEW！【TOWER BOOKS マンスリー"WordsWorth" 

 『ヒップ～アメリカにおけるかっこよさの系譜学』刊行記念トークショー】 

本を読むだけでは飽き足らない！文学、アート、映画、音楽、ストリートカルチャー他、 

タワレコならではの分野のスペシャリストをお招きしてお贈りする大好評タワーブックス定例イベント！ 

9/20（月・祝）は劇作家の宮沢章夫氏が「かっこよさ」について語ります！ 

 

イベント名：『ヒップ～アメリカにおけるかっこよさの系譜学』刊行記念トークショー 

出演：佐藤良明（米文学者） 宮沢章夫（劇作家、演出家、小説家） 

日時：9 月 20 日（月・祝） 15：30 スタート 

場所：渋谷店 7F TOWER BOOKS 参加方法：観覧フリー  
*イベントの観覧はフリーですが、座席は予約制です。 

 

NEW！【山口冨士夫 「アトモスフィア」1＆2 購入で未発表音源ＣＤ！】 

9/15（水）再発売となる山口冨士夫 CD「アトモスフィア 1＆2」に渋谷店のみ特典が決定！ 

渋谷店でご購入の方に、通信販売限定特典「アトモスフィア Out take CD-R【黒の戦士】 

(※未発表曲 15 分にも及ぶメッセージ・ソング) を先着で差し上げます！ 

通販以外でこの特典がついているのは世界でタワーレコード渋谷店だけ！ 
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山口冨士夫 「アトモスフィア」1＆2 

コーナー （2F フロア） 

2 段目 ステッカー 

「荒野の四人」 

『ヒップ ～アメリカにおけるかっこよさの系譜学』 

ジョン・リーランド 著 



 

NEW！【ヴィクター・デメ、ジャスティン・アダムス＆ジュルデー・カマラのインストア・イベント開催決定！】 

1.アフリカン・フォーク・シーンの新たなる逸材!! 「ヴィクター・デメ インストア・イベント」 

開催日時：10 月 13 日（水）19 時 30 分スタート 

開催場所：渋谷店 5 階 

開催内容：ミニ・ライブ＆サイン会 

参加方法：観覧自由  
※当日サイン会に参加される方は、サイン会参加券とお買い上げの対象商品をお持ち下さい。 

  

2.ジャスティン・アダムス＆ジュルデー・カマラ イベント」ロバート・プラント・バンドの 

ギタリスト、そしてティナリウェンのプロデューサーとして知られるジャスティン・アダムスと 

リティ（西アフリカの一弦フィドル）奏者ジュルデー・カマラが奏でるのは“最高の砂漠のロックン・ロール” 

開催日時：10 月 8 日（金）19 時 30 分スタート 

開催場所：渋谷店 5 階（観覧自由） 

開催内容：ミニ・ライブ＆サイン会 

参加方法：観覧自由 ※当日サイン会に参加される方は、サイン会参加券とお買い上げの対象商品をお持ち下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渋谷店 今週のイチオシ大展開 
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NEW！K-POP【ZE:A（ゼア）ファンノート 9/17（金）より設置！】 

全アジアで話題騒然！いま最も輝いている超大型新人！ 

韓国の 9 人組ボーイズ・グループ ZE:A の日本デビューを記念してメッセージノートを設置！ 

メンバーに直接手渡しますので、応援メッセージをガンガン書き込んでください！ 

【ZE:A ファンノート設置詳細】  

設置期間：9 月 17 日（金）～9 月 24 日（金）15 時終了 

設置場所：5 階エレベーターホール 

：１階ラウンジ・スペース（9/21（火）より） 

 

 

ただいま渋谷店で展示中！K-POP！ 

◆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！ 

◆東方神起 直筆サイン入りポラロイド展示中！  

◆ユン・サンヒョン直筆サイン 展示中！ 

◆渋谷店限定！4Minute パネル展 開催中！（終了日未定） 

◆KARA サイン入り写真パネル 展示中！（終了日未定） 

◆JUNSU/JEJUNG/YUCHUN パネル展 開催中！オフィシャルグッズも！（終了日未定） 

◆少女時代 特大ディスプレイ＆パネル写真展示中！（終了日未定） 

左から 

LINKIN PARK オブジェ（展示期間終了日未定）＆コーナー、Weezer コーナー 

左から フレネシ、 

渋谷店 15 周年記念 タワレコオリジナル企画盤「ヴィンテージ・コレクション特別版」コーナー 

ヴィクター・デメ、ジャスティン・アダムス 

＆ジュルデー・カマラ コーナー （5F フロア）



 

 

①＜渋谷店クラシックフロア 毎週金曜日はモバイルクーポンセール中！＞ 

モバイル会員限定！毎週金曜日はクラシック関連商品のセール開催中！ 

クラシック CD、DVD、関連書籍をご購入時に、 

モバイル会員限定のスペシャルクーポン画面をレジにてご提示いただくと 

①5,000 円（税込）以上購入でポイント 2 倍！  ②10,000 円(税込）以上購入でポイント 3 倍！とお得に！ 

 

②＜渋谷店 SPECIAL DAYS！＞ 

ポイントカードを新しく発行された方先着 10,000 名様に渋谷店 15 周年デザインタオルプレゼント中！ 

 

③＜9 月の MONTHLY FEATURE＞ 

9/19（日）までの期間、￥3,000（税込）以上お買い上げの際、 

レジにて学生証を提示していただいたお客様に 10％オフ・クーポンをプレゼント！ 
※￥3000（税込)以上お買い上げで 10％オフクーポンが 1 枚使えます。 

※クーポンのご利用有効期間は、9/20（月祝）～10/24（日）となります。 

 

④＜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！ 

 

⑤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！ 

 

⑥＜「TOWER」別冊 TOWER RECORDS SHIBUYA 15th ANNIVERSARY＞渋谷店にて配布中！ 

＜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 

9/15（水） 19:30 くるり プレミアムライブ ミニライブ 

9/16（木） 19:30 Dirty Old Men ミニライブ 

9/17（金） 19:30 チャラン・ポ・ランタンと愉快なカンカンバルカン   ミニライブ 

9/18（土） 13:00 nil  ミニライブ 

9/18（土） 17:00 あがた森魚 ミニライブ＆トーク 

9/18（土） 19:00 

「saku saku Ver.6.5 SP/Viva！神奈川」 

発売記念イベント 出演：白井ヴィンセント（黒幕）、 

三原勇希 ほか…（予定） 

トーク 

9/19（日） 13:00 
SKE48 出演：大矢真那、桑原みずき、 

矢神久美、松井珠理奈、松井玲奈 
トーク＆抽選会＆握手会 

9/19（日） 13:00 リスペクト ミニライブ＆サイン会 

9/19（日） 15:00 小田桐寛之（トロンボーン） ミニライブ＆サイン会 

9/19（日） 16:00 

TOWER RECORDS SHIBUYA 15TH ANNIVERSARY 

 presents「nero」創刊記念イベント  

出演：ウィスット・ポンニミット 

トーク＆ミニライブ 

＆特典渡し 

9/19（日） 19:00 PENICILLIN   トーク 

9/20（月） 11:00 
アントニオ・パッパーノ（指揮者） 

＆サイモン・キーンリーサイド（バリトン） トーク＆サイン会 

9/20（月） 14:00 中野腐女シスターズ  ミニライブ 

9/21（火） 19:30 
中原昌也「IQ84 以下！」出版記念イベント 

出演：中原昌也、七尾旅人 トーク＆サイン会 

9/21（火） 

①19：00 

②20：00 

③21：00 
エレファントカシマシ 上映会 上映会 

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 

■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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