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＜TOWER RECORDS SHIBUYA NEWS 56＞ 
 2011 年 7 月 6 日 

 

 

 
タワーレコード渋谷店ニュース 56 

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（7/6-7/12） 
 

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！【UNISON SQUARE GARDEN】 パネル展開催中！ 

タワレコのフリーペーパー「TOWER」誌 7/5 号表紙撮影時に、渋谷店にて撮影された写真を展示中！ 

ここでしか見られないショットもありますのでお見逃し無く！ 

さらに！タワレコ全店でプッシュしていく「monthly TOWER PUSH!!!」の７月度アーティストに決定！ 

アルバム「Populus Populus」タワレコオリジナル特典ポスターの掲示や閉店 5 分前にはメンバーのナレーションが 

店内に流れる「閉店 5 分前 BGM」の実施等、渋谷店 1F・2F はユニゾン祭り！！ 

【展示期間】7/5（火）～7/11（月） 【展示場所】渋谷店 1F ◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/79677 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【Incubus インキュバス】「If Not Now, When?」リリース記念、パネル展開催中！ 

フジロックへの出演が決定しているインキュバス、新作リリース記念パネル展開催中！ 

期待大の新作と共に、ぜひ迫力のパネル展をご覧ください！！！ 

【開催期間】7/5（火）～終了日未定 【場所】渋谷店 3F 下りエスカレーター（壁面） 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/79668 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【SUEDE スウェード】5 タイトル国内盤発売記念 パネル展開催中！ 

サマーソニック 2011 の出演も決定している UK ロックの伝説 SUEDE！ 

2CD+DVD のデラックス･エディション 5 タイトル国内盤発売を記念して、パネル展開催中！ 

また、ご予約優先購入者先着でパネルが当たる応募抽選ハガキをプレゼント！！！ 

【開催期間】7/5（火）～終了日未定 【場所】渋谷店 3F 下りエスカレーター側特設スペース 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/79241 

 

 

 

 

 

 

 

「monthly TOWER PUSH!!!」ポスター展示模様 

（1F フロア） 

左から 

Incubus コーナー、パネル展示模様 

（3F フロア） 

左から 

SUEDE コーナー、パネル展示模様 

（3F フロア） 

左から UNISON SQUARE GARDEN パネル展示模様、コーナー（1F フロア 

渋谷店限定ポスター展示模様 （2F フロア） 



 

NEW！【渋谷店クラブ・ミュージック特別企画】 『CLUB LIFE キャンペーン』 開催中！ 

昨年夏に開催し、好評を博した渋谷店限定のクラブミュージックキャンペーン！ 

今年は一段と濃い内容となって再び催します！ 

その名も！『CLUB LIFE キャンペーン』 

新人としては近年稀に見る大ヒットとなったジェイムス・ブレイクを筆頭に、

今一番の盛り上がりをみせるダブステップ、安定した人気のテクノ／ 

ハウス、もはやジャンルの 1 つとして確立されたエレクトロ等の渋谷店 

バイヤーレコメンド作品や渋谷店ベストセラーの名盤をご紹介します！ 

  

  

また、キャンペーン対象商品をお買い上げいただくと、の場でアーティストのオリジナルグッズ 

または、ここでしか手に入らない昨年のメタモルフォーゼや WIRE 会場でのみ限定販売されていた激レアグッズが 

当たる抽選会にも参加いただけます！ ※抽選特典は先着となっておりますので終了の際はご了承下さい。 

【開催期間】7/4(月)～終了日未定  

【開催場所】渋谷店 4F クラブコーナー/1F ラウンジ(7/5 火～) 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/79667 

  

 

NEW！【TOWER BOOKSキャンペーン】 映画「イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ」 

公開記念フェア&抽選会キャンぺーン開催中！ 
ストリートから世界をロックした覆面アーティスト＝バンクシーが仕掛ける話題の映画！ 

グラフィティ～現代アート市場も巻き込み、映画の真意には様々な憶測が飛び

かう問題作！ついに日本解禁！！ 

バンクシー作品集『WALL AND PIECE』(日本語版)をはじめ、グラフィティ～ストリ

ート・アート関連書籍や DVD などを集めた『イグジット・スルー・ザ・ギフトショッ

プ』キャンペーンを開催中！期間中、キャンペーン対象商品をお買い上げの方

は店頭抽選会で豪華オリジナル・グッズ等をプレゼント！ 

 

 

ストリートから世界をロックした覆面アーティスト＝バンクシーが仕掛ける話題の映画！ 

バンクシーも参加しているLA・MOCAで開催中の「ART INTHE STREETS」展のカタログ

作品集や、OBEY(シェパード・フェアリー)といった映画出演アーティストの作品集～ 

ストリート・アート関連本、DVD を強力展開中！キャンペーン対象商品どれを購入されて

も抽選会にご参加いただけます。 

ハズレなし！抽選会参加者にはもれなくステッカー2 種差し上げております。 
＊景品は無くなり次第終了となります。 
■A 賞：限定オリジナル・ポスター 

■B 賞：映画関連アートブック 

■C 賞：映画ご招待券 

■D 賞：映画公開記念イベントご招待券 

■E 賞：オリジナル・ステッカー2 種 

バンクシー映画「イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ」公式 HP 

（http://www.uplink.co.jp/exitthrough/top/index2.php） 

 

バンクシー『WALL AND PIECE』（日本語版）￥2,940(税込) 

【タワーブックス先行】発売中！ 

【タワーブックス限定】購入者先着には特典ポスター！ 

 

「神出鬼没！？バンクシー・カーを写メして tweet！！」 

こんな面白い映画キャンペーンも開催中！ 

（http://www.uplink.co.jp/exitthrough/top/index2.php#snaptweet） 

◆詳しくはコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/79716 

 

 

CLUB LIFE キャンペーン展開模様 （4F フロア）
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http://www.moca.org/


 

NEW！【毎週、金曜の夜は 渋谷店で『NO MUSIC, NO WHISKY！】 
昨年、大好評だった「サントリー」さんとのコラボ企画！【NO MUSIC,NO WHISKY】。 

毎週金曜の夜、渋谷店１Ｆエントランスにてハイボールを販売！ 

この日だけは１Ｆのみハイボールの持ち込みOKです。お酒を飲みながら、音楽を楽しむ。店内の試聴機でじっくりと。

１Ｆ入口にご用意したテーブルでお友達とワイワイと。お酒と音楽、楽しい時間をタワレコ渋谷店でお過ごしいただけ

れば！ぜひ、ご利用くださいませ♪ 

【実施日】7 月～8 月の毎週金曜日  

【実施時間】17 時～23 時 

【販売場所】渋谷店 １Ｆエントランス 

【販売料金】１杯 300 円 

【ウィスキー種類】山崎 10 年/白州 10 年/ザ・マッカラン ファインオーク 12 年/ボウモア 12 年/ラフロイグ 10 年/ 

グレンフィディック 12 年 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/79629 

 

 

 

 

 

＜今週渋谷店で開催されるイベント情報＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※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。 

 

日付 時間 アーティスト名 イベント内容 

7/6（水） 19:00 
「THE ポッシボー5 周年祭り～タワレコ祭り～」  

諸塚香奈実    
トーク＆ミニライブ 

＆握手会＆抽選会 
7/7（木） 18:00 Cinemaglam    ミニライブ 

7/8（金） 19:30 ハンバートハンバート ミニライブ 

7/9（土） 14:00 exist†trace    ミニライブ 

7/9（土） 18:00 近藤夏子 ミニライブ＆握手会 

7/10（日） 14:00 奥井雅美 トーク＆握手会 

7/10（日） 15:00 Modern Irish Project 
ミニライブ＆サイン会＆ 

特典引換会 
7/10（日） 18:00 THE BAWDIES 公開収録 

7/11（月） 19:30 DJ やついいちろう ミニライブ 

7/12（火） 19:00 
Knock up！SHOWCASE LIVE VOL.1  

出演：THE PINBALLS/見田村千晴/yumeiroecho ミニライブ 

7/12（火） 20:00 CHTHONIC  サイン会 

 

 

 

 

 

 

 

■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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