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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（5/19-5/25） 

 

渋谷店で開催するキャンペーン 

●「5/19（水）clammbon「2010」発売記念スペシャル抽選会決定！」･･･ 
5/19 発売 clammbon「2010」を渋谷店にてお買い上げの方に 
先着で抽選券を配布いたします！当日、会場にお持ちいただくと豪華商品が当たる抽選会に 
ご参加いただけます！（抽選会 5/19（水）10：00～23：00 渋谷店 1F インフォメーションカウンター11：00～23：00 ） 

●「＜第二回タワレコ春のオフィシャル T シャツコレクション＞                                                    

略して＜タワコレ＞5/24（月）まで開催中！」･･･                                                                  

好評いただいた第一回より種類もパワーアップして第二回開催！                                       

GREENDAY、MUSE、LADY GAGA、DAVID BOWIE、LED ZEPPELIN、                                        

DOORS、NIRVANA などの人気アーティストの T シャツを取り揃えております！                                       

是非お立ち寄りください。 

【リニューアル情報】･･･もっと音楽を！もっとタワー渋谷店で！5 月 21 日（金）                        

タワーレコード渋谷店 3F、4F がリニューアル！                                       

POP/ROCK コーナーが拡大!品揃え強化! POP/ROCK DVD が CD コーナーから独立し見やすくなりました! （3F フロア）         

CLUB MUSIC コーナーが 3F から 4F へ移動し国内最大級のダンスミュージックフロアが誕生!                 

SOUL/R&B コーナーはより探しやすく、よりディープなコーナーに！（4F フロア） 

【LENNY WHITE 渋谷店限定特典】･･･ マイルス・デイヴィスのアルバム「ビッチズ・ブリュー」への参加、チック・コリアのリ

ターン・トゥ・フォーエヴァーで活躍した名ドラマー、LENNY WHITE 。渋谷店では、5/26 発売（入荷日 5/25）のアルバム  

「アノマリー」の国内盤をご購入のお客様に先着で直筆サイン入りアノマリー・ポストカードをプレゼント。この特典が付くの

は渋谷店のみ。さらにレニー・ホワイトさんは、チック・コリア、スタンリー・ジョーダンとのトリオでの来日時、2009 年 12 月 9

日渋谷店に来店!!その時に撮影したポラロイド写真と直筆サイン入り色紙を展開場所に掲示します。 

渋谷店 今週の大展開 １「かいじゅうたちのいるところ」 

 

 

 

 

 

渋谷店今週のイチオシ 渋レコメントカード お馴染みタワレコ コメントカード！いま何が流行っているのか？  

いまどのアーティストやどのジャンル、CD がオススメなのか？渋谷店スタッフのアツ～い気持ちをコメントカードで紹介！ 
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渋谷店 今週の大展開 2 

「K-POP 展示情報」･･･KARA、4MINUTE、超新星など直筆サイン、ポラロイドなど K-POP 展示情報  

渋谷店 5 階には、人気 K-POP アーティスト達の展示コーナーを常設。直筆サイン、ポラロイド、 来店時写真など        

渋谷店でしか見ることの出来ない貴重なコレクションをぜひ一度ご覧ください！ 

【KARA】5/8 に「KARA SPECIAL PREMIUM BOX FOR JAPAN」の                                    
購入者対象イベントを実施した人気女性グループ、KARA。                                                            
その来日時に直筆サインをいただきました。展示物：直筆サイン入りタワーエプロン。                              
直筆サイン入り 2nd アルバム「REVOLUTION」ポスター。 

 

【4MINUTE】5/8 に ZEPP 東京で初来日公演、「4MINUTE LIVE ENERGY VOL.1(MUSIC)を行った                      

新進気鋭の女性グループ、4MINUTE。翌 9 日に行ったインタビューの際に色々ゲットしてきました。                   

展示物：直筆サイン入りポラロイド（メンバーショット 2 枚、各メンバーショットを 10 枚）、                              

直筆サイン入り MUZIK ポスター、直筆サイン入りのコンサート会場で販売されていた写真セット）などを               

新規で展示。引き続き直筆サイン入りタワーエプロンも展示中！ 

【超新星】5/12～5/14 の 3 日間連続でシングルをリリースしたイケメン男性グループ、                              

超新星。このリリースにあわせて来日した彼らの最新サインを入手。                                            

展示物：直筆サイン入りタワーエプロン、直筆サイン入り色紙を新規で追加。                                     

渋谷店でのインストア・イベント時の来店写真、アルバム「★★★★★★」発表時の                               

来日時の直筆サインも引き続き展示中！ 

 

他にも東方神起の直筆サイン入りエプロン、来店時の直筆サイン入りポラロイド、                                 
来店時写真や BIG BANG のインストア・イベント時の直筆サイン入りポラロイド、                                  
直筆サイン入りポスター、FTIsland の渋谷店インストア・イベント時のタワーエプロンを着用した貴重な写真! など    
大充実の展示で皆様をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4MINUTE サイン入り パネル 

KARA サイン入り パネル 

超新星サイン入り 

タワーエプロン、パネル 

FTIsland サイン入り 

パネル、CD ケース、T シャツ、等身大パネル 

BIGBANG サイン入り 

T シャツ、タワーエプロン 

CD 入荷日 渋谷店で昨日コレ売れました！ 

渋谷店 デイリー総合チャート（2010/5/18 付） 

1.嵐「Monster」 

2.FTIsland「Flower Rock」  

3.clammbon「2010」 

4.RIZE with 隼人「LAUGH IT OUT」 

5.BRAHMAN/EGO-WRAPPIN’「SURE SHOT」 

 2



 

 

 

 
★「MONTHLY  FEATURE! S 

 

★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！＞を行います！ 

5/21（金）～5/30（日）の期間、クラシック CD&DVD を\10,000（税込）以上お買い上げごとに、 

総額\1,500 分のクーポンをプレゼント！ 

 

 

＜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 

5/19（水） 19:00 秋吉敏子 ソロライブ＆サイン会 

5/19（水） 20:30 FTIsland  サイン会 

5/20（木） 17:30 映画“ボックス！”主題歌 RIZE with 隼人 

L・I・V・E！ TODAY 

ミニライブ 

5/22（土） 16:00 「TOKYO megacity」発売記念  

出演：Ben Simmons（写真家） 

トーク＆サイン会 

5/22（土） 19:00 人格ラヂオ ミニライブ 

5/23（日） 14:00 天地総子 ミニライブ＆サイン会 

5/23（日） 18:00 バニラビーンズ ミニライブ＆握手会＆D&D 

直塗りぬりぬり講習会 

5/25（火） 19:00 牛牛（ニュウニュウ） ミニライブ＆サイン会 

 

※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 

 

 

 

■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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