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＜TOWER RECORDS SHIBUYA NEWS 59＞ 
 2011 年 7 月 27 日 

 

 

 
タワーレコード渋谷店ニュース 59 

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（7/27-8/2） 
 

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！【ももいろクローバーＺ】「バトルアンドロマンス」発売記念！ 

「7・27 バトルアンドロマンス渋谷大会」開催中！ 

渋谷店では、アルバム発売を盛り上げようと勝手に「7・27 バトルアンドロマンス渋谷大会」と題して、 

たくさんの企画をご用意いたしました！渋谷店 1Ｆ・2Ｆでは「BAR」大展開中！ぜひチェックしてみてくださいね～♪ 

① ももクロちゃんパネル展＆抽選施策 タワレコのアイドルキャンペーン 

【Pop'n アイドル】キャンペーン小冊子の表紙撮影時に撮り下ろした写真や 

アルバムのジャケット写真のパネルを展示！ 

さらに、渋谷店で「バトルアンドロマンス」をお買い上げいただいた方に 

抽選でこちらのパネルが当たります！ 

【展示・応募期間】7/26（火）～8/8（月） 【展示場所】渋谷店 2Ｆ 

 

② 「ももクロノート」設置！ 大好評のももクロノートの設置を継続！アルバムの感想やメンバーへのメッセージなど 

あなたの思いをぜひ書き込んでください。ご記入後のノートは後日、スタッフさんを通じてメンバーにお渡しいたします。 

 

③ 1Ｆエントランスに ももクロメンバーのパネルが勢揃い！  

渋谷店入口に ももクロメンバーパネルをずらっと設置！ 

ぜひ一緒に写真をどうぞ♪ 

  

④ 8/24（水）発売 ＤＶＤ「4・10 中野サンプラザ大会  

ももクロ春の一大事～眩しさの中に君がいた～」 

渋谷店限定特典ステッカーが決定！ 

渋谷店のみの限定特典ですので、お見逃しなく♪ 
※こちらの特典はご予約者優先 ※数に限りがございますのでお早めの御予約をオススメします 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/80547 

 

NEW！【Sound Horizon】「7th Story Concert"Marchen"～キミが今笑っている、眩いその時代に…～」

発売記念 パネル展決定！！ 
渋谷店 1 階にて、パネル展+映像内登場 教会（レプリカ）展示が緊急決定！！ 

パネル展だけではなく、激レアな世界に 1 点しかない映像内登場の教会（レプリカ）の展示も決定！！ 

しかも、それを新作お買い上げの皆様のなかから抽選で 1 名様にプレゼント！！！ 

【日時】7/26（火）～8/1（月）予定 【場所】渋谷店 1F  

【展示内容】パネル展 映像内登場 教会（レプリカ）展示！さらに、お買い上げの方抽選で 1 名様に、激レア 1 点もの 

「映像内登場 教会（レプリカ）展示品」もドド～ンとプレゼント！！ 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/80503 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から 

Sound Horizon 

コーナー、 

教会（レプリカ）展示

模様 （1F フロア） 

Sound Horizon パネル展示模様 （1F フロア） 

ももクロメンバーパネル展示模様

左から ももクロメンバーパネル展示模様、コーナー 

（1F フロア） 



 

NEW！【sleepy.ab×TOWER RECORDS SHIBUYA】パネル展決定！  

渋谷店にて 7 /26(火)～8/8(月)の対象期間中に、sleepy.ab[Ｍｏｔｈｅｒ Ｇｏｏｓｅ Ｌｉｖｅ ＋」をお買い上げいただいた 

お客様にパネルプレゼント応募用紙をお渡しいたします。 

こちらの応募用紙に必要事項を記入していただき、渋谷店 2Ｆインフォメーションカウンターに設置の専用 BOX へ 

ご応募いただいたお客様の中から抽選で 6 名様に sleepy.ab パネル（B2 サイズ）をプレゼント！ 
※当選の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます（発送予定：8 月下旬）。 

【展示場所】渋谷店 2Ｆ 

【展示期間】7/26(火)～8/8（月） 

【対象店舗】渋谷店 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/80210 

 

 

 

NEW！【毛皮のマリーズ】写真集「夜明け」発刊記念！ 

有賀幹夫トーク/サイン会＆毛皮のマリーズ・パネル展示決定！ 

7/30（土）発売 毛皮のマリーズ写真集「夜明け」発刊を記念して、写真家：有賀幹夫さんによるトーク＆サイン会が 

決定！撮影時の裏話などここでしか聞けないトークが満載の貴重な１日です！ 

入場・観覧無料です、ぜひご参加下さい！ 

【トーク＆サイン会開催日時】7/31（日） 16：30～ 

【トーク＆サイン会開催場所】渋谷店１F ラウンジ・スペース 

【サイン会参加方法】渋谷店・新宿店にて 7/30（水）発売の書籍「毛皮のマリーズ写真集『夜明け』」 

（撮影／有賀幹夫）をお買い上げの方に、先着でサイン会参加券を差し上げます。予定数がなくなり次第配布終了となりま

す。 ＊毛皮のマリーズのメンバー参加予定はございません。 

 

さらに！写真集『夜明け』のショットを使用したパネル展示も決定！ 

【パネル展示開催日時】7/30（土）～8/7（日）＊期間は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。 

【パネル展示開催場所】渋谷店 2Ｆ上りエスカレーターホール 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/80342 

 

NEW！【FTISLAND】パネル展＆メッセージノート設置！ 

メジャー・デビュー・アルバムがオリコン・ウィークリー・チャート 1 位に輝いた大人気バンド FTISLAND。 

渋谷店では、7/27（水）発売のニュー・シングル「Let it go!」の発売を記念してパネル展、名物等身大看板による展示

を実施！さらに、FTISLAND へのファンの皆様によるメッセージが書き込めるメッセージノートを約 1 年振りに設置！ 

後日 FTISLAND に届けます。どしどし書き込みをお願いします。 

●パネル展 

【展示日時】7/26（火）～8/1（月）22 時まで 

【展示場所】渋谷店 5F エレベーターホール 

【展示内容】A1 サイズのアーティスト写真 6 点 

  

●等身大看板 

【展示日時】7/26（火）～8/1（月）閉店時まで 

【展示場所】渋谷店 5F 下りエスカレーターホール 

 

●メッセージノート 

【設置期間】7/26（火）～8/1（月）閉店時まで 

【設置場所】渋谷店 5F 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/80501 

 

 

 

 FTISLAND 等身大看板 

（5F フロア） 
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左から sleepy.ab パネル展示模様、コーナー 

（2F フロア） 

左から  

FTISLAND パネル展示模様、 

コーナー （5F フロア） 



 

NEW！【キム・ヒョンジュン（末っ子）】パネル展開催中！ 

7/27（水）発売の SS501 のキム・ヒョンジュン（末っ子）のソロ作 

「眠れない夜-Long Goodnight-」発売を記念して、 

渋谷店にてパネル展を開催中！!  

【開催日時】7/26（火）～8/1（月）21 時まで 

【開催場所】渋谷店 5 階エレベーターホール 

【展示内容】アーティスト写真パネル 6 点 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/80502 

 

NEW！【BELAKISS(ベラキス)】リンゴ・スターの孫娘さま ターシャ・スターキー率いる注目バンド 

ベラキスが渋谷店でイベント開催決定！ 

ブリティッシュ・ロックシーン話題の新人 BELAKISS(ベラキス)が渋谷店にてアコースティック LIVE 開催決定！ 

ベラキスの正体は・・・聞いてビックリ！あのリンゴ・スター（ビートルズ）の孫娘であり、ザック・スターキー（元オアシス、

THE WHO のドラマー）の娘であるターシャ・スターキー嬢とトニー・ミーハン（クリフ・リチャード＆ザ・シャドウズの元ド

ラマー）の息子、リアリー・ミーハンが在籍する大注目の 4 ピースバンドなのです！フジロック 2011 にも参戦が決定！ 

【日時】7/31(日）14：00～ 【場所】渋谷店 1Ｆラウンジ・スペース 

【内容】アコースティック LIVE 

【参加方法】渋谷店・新宿店にて、「BELAKISS」（国内盤）をお買い上げの 

お客様に先着で、アコースティック観覧優先券を差し上げます。 
（ご予約のお客様には優先的にアキースティック LIVE 観覧優先券を差し上げます） 

イベント観覧は FREE ですが、アコースティック LIVE 観覧優先券を 

お持ちのお客様から優先的にラウンジ・スペースへ入場いただけます。  

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/80203 

 

＜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 

7/27（水） 19:00 ケミカルピクチャーズ ミニライブ 

7/27（水） 19:00(予定） CSS ペインティングイベント 

7/29（金） 19:00 ミドリカワ書房   ミニライブ 

7/30（土） 14:00 アーバンギャルド     ミニライブ＆握手会 

7/30（土） 15:00 
かせきさいだぁ  出演：かせきさいだぁ、 

恋の赤ペン先生（阿部卓哉） トーク＆サイン会 

7/30（土） 19:00 プリティ･バッハ ミニライブ＆サイン会 

7/31（日） 14:00 MERRY アコースティックライブ 

7/31（日） 14:00 BELAKISS アコースティックライブ 

7/31（日） 14:00 

「特殊能力アビル-純-」、 

「まほう少女トメ①」2 冊同時刊行記念 

「おおひなたごうのギャグ似顔絵サイン会」

サイン会 

7/31（日） 18:00 
コンゴトロニクス 

（コノノ NO.1+カサイ・オールスターズ） ミニライブ＆サイン会 

7/31（日） 18:00 Kim Hyung Jun サイン会 

8/1（月） 20:00 アタリ・ティーンエイジ・ライオット スペシャルライブ 

8/2（火） 19:00 ＮｏＧｏＤ 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 キム・ヒョンジュン（末っ子） 

コーナー、パネル展示模様 

（5F フロア） 

■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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