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＜TOWER RECORDS SHIBUYA NEWS 46＞ 
 2011 年 4 月 20 日 

 

 

 
タワーレコード渋谷店ニュース 46 

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（4/20-4/26） 

 
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】宇多田ヒカル パネル展 開催中！ 

宇多田ヒカル、新作 DVD「WILD LIFE」の発売を記念して、パネル展を開催中！ 

【展示期間】4/19（火）～終了日未定 【場所】渋谷店 1Ｆ 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/77212 

 

NEW！【J-POP】鬼束ちひろ 衣装展示 開催決定！ 

鬼束ちひろ、ニューアルバム「剣と楓(けんとかえで)」の発売を記念して、衣装展示開催中！ 

【展示期間】4/19（火）～終了日未定 【場所】渋谷店 1Ｆ 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/77213 

 

 

 

 

 

NEW！【 J-POP】高橋優『リアルタイム・シンガーソングライター』発売記念 

“店舗限定”抽選会＆等身大パネル展示決定！ 
注目のシンガー・ソングライター、高橋優の新作『リアルタイム・シンガーソングライター』の発売を記念してグッズがあたる

店頭抽選＆等身大パネル展示が決定！期間中、渋谷店にて、『リアルタイム・シンガーソングライター』をお買い上げのお

客様に抽選券を差し上げます。抽選で「リアルタイム・シンガーソングライター」リアルサイズパネル、高橋優 x「Q10」スタッ

フ・ジャンパー、「素晴らしき日常」お箸セット、「福笑い」ハンドミラーなどが当たる！ 

【店頭抽選場所】渋谷店１Ｆインフォメーションカウンター 【店頭抽選】4/20（水） 
＊抽選会は賞品が無くなり次第終了となります。盗難、紛失等での抽選券の再発行は致しません。 

＊プレゼントの内容等、予告無く変更させていただく場合もございますので、予めご了承ください。 

等身大パネル展示 【等身大パネル展示場所】渋谷店 1Ｆ  

【等身大パネル展示期間】4/19（火）～4/25（月） 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/77214 

 

 

 

NEW！【 渋谷店×LUNA SEA】スペシャル企画第四弾！ 

最終章となる第四弾！当初予定していた展示＆パネル・プレゼント 

（抽選でメンバーのサインを入れてプレゼント）に加え衣装展示が決定！是非この機会をお見逃しなく！！ 

【展示期間】4/12（火）～4/25（月）】 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/77016 

 

 

 

 

 

 

 

渋谷店×LUNA SEA スペシャル企画 展示模様

（2F フロア） 

高橋優「リアルタイム・シンガーソングライター」コーナー（2F,フロア）、

等身大パネル展示模様（1F フロア） 

鬼束ちひろ「剣と楓」コーナー、衣装展示模様 

（1F フロア） 

宇多田ヒカル パネル展、「WILD LIFE」コーナー 

（1F フロア） 



 

NEW！【 J-POP】吉井和哉 NEW ALBUM発売記念 “The Apples Lounge”  

渋谷店１Fラウンジで開催中！ 
吉井和哉 NEW ALBUM『The Apples』 の発売を記念して、渋谷店１F ラウンジにて“The Apples Lounge” を開催中！ 

「TOWER」表紙撮影時の初披露写真や、「The Apples」ジャケット・ブックレット使用イラストの原画、 「LOVE ＆ PEACE」

VIDEO CLIP で使用した望遠鏡、さらにギター、衣装等も展示中！さらに！タワーレコード限定特典で、抽選でオリジナルポ

スターorＴシャツが当たる！タワーレコード全店で掲示されるＢ全ポスターのご用意もございます♪ 

さらにさらに！吉井さんのバンド時代の全アルバム、ソロになってからの全アルバム＆シングルのご試聴コーナーも設置

中！ 

【期間】4/12（火）～4/25（月） 【場所】渋谷店 1F ラウンジスペース  

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/77018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【 J-POP】矢沢永吉、DVD発売記念！ご本人使用ツアーグッズ＆パネル展示中！ 

新作 DVD『New Standard ～Blue Note Style～』『THE LIVE HOUSE ROOTS in Zepp Tokyo』の 

発売記念して、ツアーで使用しているワイヤレス・マイク台、ドリンク台 

（本人使用タオルが巻いてあります！）と、パネル展示中！！ 

しかも、展示したパネルは抽選で当選した方にプレゼント！ 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/77017 

 

 

 

 

 

NEW！【 DVD 】大奥<男女逆転>」DVD,Blu-ray発売を記念！大奥パネル展 開催中！ 

店頭にてご購入頂いた全てのお客様に先着でミニクリアファイルをプレゼントも！ 

【期間】4/9(土)～4/30(土)【場所】渋谷店 4F 下りエスカレーター※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/77054 

 
 
NEW！【 ROCK】フー・ファイターズ「ウェイスティング・ライト」国内盤リリース記念！パネル展開催中！ 
渋谷店にて写真パネル展開催中！「国内盤を待ってたの！！！」という方も、男前（＝デイヴ・グロール）は何度見ても損

はなし！是非お近くにお越しの際はご覧くださいね♪ 

【展示期間】4/19（火）～終了日未定  

【展示場所】渋谷店 3 階下りエスカレーター側ガラスパネル 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/77288 
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左から  

フー・ファイターズ「ウェイスティング・ライト」 

コーナー、パネル展、オブジェ展示模様  

（3F フロア） 

吉井和哉 The Apples Lounge 展示模様 （1F ラウンジスペース）

矢沢永吉 ツアーグッズ＆パネル展示模様  

（2F フロア） 



 

NEW！【 TOWER BOOKSキャンペーン】サイン入りグッズなど豪華景品がその場で当たる！ 

映画『スコット・ピルグリム』キャンペーン開催中！ 
4/29（金・祝）公開『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』の日本上陸を記念して、 

『スコット・ピルグリム』キャンペーンを開催中！対象商品をご購入いただいた方に、その場で 

豪華賞品が当たる抽選会にご参加いただけます！前売り映画チケット・セットお買い上げの方は 1 点に 

つき、2 回くじを引けます！！※賞品がなくなり次第キャンペーンは終了いたします。 

 ◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/77322 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【 キャンペーン】SPIKE JONZE×DIESEL ART GALLERY×TOWER RECORDS×contrarede 

キャンペーン開催中！】 

ただいま発売中のスパイク・ジョーンズの短編映像 DVD+CD+BOOK「THERE ARE MANY OF US」の発売を記念して、 

タワーレコードとディーゼルアートギャラリー渋谷でのスタンプラリーで豪華プレゼントが当たるキャンペーンを開催中！ 

【応募方法】キャンペーン実施店舗に設置されているハガキに DIESEL ART GALLERY とタワーレコードのスタンプを 1 つず

つ集め、必要事項を記入の上、郵送下さい。 

【応募期間】4/15（金）～5/15（日） 【景品】A 賞：オリジナル USB メモリー(2GB) 20 名様 B 賞：オリジナル缶バッジ 80 名様 

【対象店舗/スタンプ設置場所】 

・DIESEL ART GALLERY @DIESEL SHIBUYA B1F http://www.diesel.co.jp/art 

・タワーレコード渋谷店 1F/タワーレコード新宿店 10F インフォメーションカウンター 
※タワーレコードはいずれか一店舗のスタンプで構いません。 

◆詳細はコチラ  http://tower.jp/blog/shibuya/entries/77258 

 

＜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 

4/20（水） 14:00 森昌子     ミニライブ＆握手会 

4/20（水） 19:00 ナオト・インティライミ ミニライブ＆握手会 

4/21（木） 18:00 
SUPER☆GiRLS   

出演：八坂沙織、稼農 楓、渡邉ひかる、志村理佳 特典ポストカード渡し＆握手会 

4/21（木） 19:00 ケミカルピクチャーズ 
ミニライブ＆握手会＆ 

プレゼント抽選会 
4/23（土） 14:00 スキップカウズ    ミニライブ 

4/23（土） 16:00 

TOWER BOOKS “WordsWorth”  

「アメリカン・チャートを彩るメロディーメイカー大分

析」～匠の技を一刀両断～ 

出演：林哲司、中田利樹 

トーク 

4/23（土） 19:00 rice ミニライブ＆握手会 

4/24（日） 14:00 長澤知之 ミニライブ 

4/24（日） 14:00 大橋歩夕 ミニライブ＆サイン会 

4/24（日） 17:00 東京メトロポリタン・トロンボーン・クァルテット ミニライブ＆サイン会 

4/24（日） 19:00 ザ・ビートモーターズ ミニライブ 

4/26（火） 19:00 GOING UNDER GROUND  トーク＆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。 

 

左から 

賞品のサイン入 T シャツ、

映画ポスター/ニットキャッ

プ、コミック版ポスター 

■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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http://www.diesel.co.jp/art

