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＜TOWER RECORDS SHIBUYA NEWS 76＞ 
 2011 年 11 月 24 日 

 

 

 
タワーレコード渋谷店ニュース 76 

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（11/23-11/29） 
 

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！【KARA】2ndオリジナルNEWアルバム「スーパーガール」発売記念 展示開催中！ 

KARA の NEW アルバム「スーパーガール」の発売を記念して、渋谷店 1F にて記念展示開催中！ 

特大ヒット曲を収録したまさにベスト盤のような内容に相応しく、大きな展開で KARA を今回も盛り上げます!!  

さらに、渋谷店エントランスに KARA 巨大看板も登場!! 

【開催期間】11/22（火）～11/28（月）  

【開催場所】渋谷店 1F ラウンジ・スペース 

【展示内容】最新アーティスト写真による巨大パネル展、衣装展示（「スーパーガール」初回盤 C ジャケット着用衣装） 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/2011/11/003010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【AFTERSCHOOL】2ndシングル「Diva」発売記念展示開催中！ 

待望の 2nd シングル「Diva」の発売を記念して、渋谷店にて再び記念展示を開催中！ 

11/27（日）には、渋谷店近くの渋谷 O-East にてミニライブ＆ハイタッチ会を開催！ 

当日、参加されるファンの方は是非、渋谷店にお立ち寄り下さい!! 

【開催日時】11/22（火）～11/28（月） 【開催場所】渋谷店 1F＆5F 

【展示内容】渋谷店 1F  ミニ・パネル展＆衣装、渋谷店 5F 衣装展示 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/2011/11/003009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AFTERSCHOOL パネル展示模様、「Diva」コーナー、衣装展示模様 （1F フロア）/衣装展示模様 （5F フロア） 

KARA 

「スーパーガール」 

発売記念 展示模様 

（1F フロア） 



 

NEW！【忌野清志郎】映画「忌野清志郎 ナニワ・サリバン・ショー～感度サイコー!!!～」公開 

＆忌野清志郎 バラード・アルバム「sings soul ballads」発売記念パネル展&抽選会開催中！ 

■パネル展開催 

【場所】渋谷店 2Ｆエスカレーターホール 【期間】11/22（火）～12/5（月） 

【内容】清志郎のライヴショット＆豪華ゲストが登場する劇中の名場面 

 

■抽選会開催 

【場所】渋谷店 2Ｆインフォメーションカウンター 【期間】11/22（火）商品入荷次第～賞品終了まで 

A 賞：展示パネル 

Ｂ賞：「忌野清志郎 ナニワ・サリバン・ショー～感度サイコー!!!～」劇場鑑賞券 

Ｂ賞：「忌野清志郎 ナニワ・サリバン・ショー～感度サイコー!!!～」B2 サイズポスター 

 

■RC サクセション/忌野清志郎 カタログセールもやります!  RC サクセション/忌野清志郎のＣＤ・ＤＶＤが１０%オフ！ 

【期間】11/22（火）～2012/1/15（日） 

  

■映画予告編を特別上映 

映画「忌野清志郎 ナニワ・サリバン・ショー～感度サイコー!!!～」の予告編特別ヴァージョンを店内にて上映! 

  

■清志郎の愛した Sweet Soul Music 特集 

1Ｆ試聴機にて、オーティス・レディング他、清志郎が愛したソウル・ミュージックを特集！ 

「sings soul ballads」の世界をよりディープに楽しめるぞ！ 

◆詳細はコチラ htt://tower.jp/blog/shibuya/2011/11/003008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【TOWER RECORDS×水樹奈々コラボ】タワーが奈々さま一色に!?  

水樹奈々とのコラボレーション企画発動中！ 

東京ドームでの 2 デイズ・ライヴの開催を 12 月に控え、来年の 1 月 11 日（水）には自身がメイン・キャストを務める

TV アニメ「戦姫絶唱シンフォギア」のオープニング・テーマをニュー・シングルとして発売するなど、声優や歌手として

第一線で活躍するアーティスト、水樹奈々。 

タワーレコードでは、ウィンター・セールのヴィジュアルにもフィーチャーしている彼女のベスト・アルバム第 2 弾 

「THE MUSEUM II」の発売に合わせて、大々的なコラボレーション企画を実施中！ 

 

・タワーレコードのフリーマガジン〈TOWER〉の 11 月 20 日発行号に特集記事を掲載 

・水樹奈々をフィーチャーした〈SPECIAL ISSUE〉を全国のタワー店頭にて無料で配布中！ 

・〈水樹奈々×TOWER RECORDS コラボ・ポスター〉を店頭に掲示中！ 

・11/22（火）から 12/5（月）までの期間限定で、奈々さまが開店&閉店のアナウンスを担当！ 

 

そして、渋谷店と新宿店では 11/22（火）から 12/5（月）まで衣装展&パネル展を開催中！ 

さらに、同じ日より札幌ピヴォ店、渋谷店、新宿店、名古屋パルコ店、梅田大阪マルビル店、新居浜店（奈々さまの地

元です!）、福岡店の 7 店舗にて、彼女の全身 POP を設置！ 

さらにさらに、『THE MUSEUM II』のタワーオリジナル特典として、ポストカードおよび抽選で 

〈サイン入り TOWER RECORDS×水樹奈々コラボ・ポスター〉が 7 名さまに当たる応募ハガキをプレゼント。 

ファンの方はぜひ店頭にお越しください!! 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/article/news/2011/11/11/n13 

 

忌野清志郎「sings soul ballads」コーナー、清志郎が愛した Sweet Soul Music コーナー （1F フロア）/ 

写真パネル展示模様 （2F フロア） 
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NEW！【ももいろクローバーZ】ニュー・シングル「労働賛歌」発売記念！  

渋谷店入り口看板にももいろクローバーZ登場！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【イベント-タナカカツキ】サウナについて"暑く"語る！？ 

タナカカツキ「サ道」発売記念トーク&サイン会 12/2（金）開催！  
サウナってこういうことだったのか?！！ 

誰もが疑問に思っていた“サウナの本質”に迫る！タナカカツキがたどり着いたサウナの道＝サ道とは？ 

対談相手は伊藤ガビン氏。購入者は当日、2 人に質問できる質問用紙もあるのでこちらもお楽しみに！ 

【日時】12/2（金） 20：00 スタート （19：30 開場） 

【場所】渋谷店 7F TOWER BOOKS 

*観覧はフリーですが当日混雑の場合はイベントスペースへの入場を制限させていただく 

場合がございますので予めご了承下さい。 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/2011/11/003006 
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「サ道」 タナカカツキ著 

11/25(金)発売 \1,260(税込) 

左から ももいろクローバーZ 看板展示模様 （渋谷店入り口）、「労働賛歌」コーナー （2F フロア） 

上から 水樹奈々「THE MUSEUM II」コーナー （1F フロア）/（4F フロア）、 

全身 POP、写真パネル、衣装展示模様 （1F フロア） 



 

 

NEW！【BECK写真集（洋書）】初回入荷分のみスペシャルプライス！入荷！ 

BECKの決定的写真集が遂に発売決定！！ 

フォトグラファーはTHE WHITE STRIPESやWILCO、Elliott Smithなど、ミュージシャンを被写体にした作品を数多く 

手掛ける Autumn de Wilde。序文は脚本家で映像作家のミシェル・ゴンドリー。 

『Loser』から『Modern Guilt』あたりまでの写真を収録。 

BECK の魅力を存分に引き出した、非常にアート性の高い写真が満載！ 

表紙を開くとポスターになる洒落たデザインです。 

 

特設コーナーにて、写真パネル展示＆お買い上げの方対象でパネルプレゼント抽選会も実施中！  

そして、初回入荷分のみスペシャルプライス！通常価格￥5,145（予価）のところ￥2,805（予価）に！ 

さらに！ご予約の方はご購入時のポイントが 3 倍に！！ 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/2011/11/003004 

 

 

＜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 

11/23（水） 14:00 中田裕二 アコースティックライブ＆握手会 

11/23（水） 15:00 Los Campesinos! サイン会＆抽選会 

11/23（水） 19:00 

地 球 防 衛 ガ ー ル ス P9

出演：地球防衛ガールズ P9☆特殊選

抜隊員☆（小桃音まい、浅倉結希、 

伊倉愛美、高木樹衣、山本麻貴、 

巴奎依、阿衣華） 

ミニライブ＆トーク＆握手会 

11/24（木） 18:00 NIGHTMARE トーク＆サイン会 

11/24（木） 19:00 ネマニャ・ラドゥロヴィチ   ミニライブ＆サイン会 

11/25（金） 19:00 Kes-ケス-    ミニライブ＆サイン会 

11/26（土） 13:00 佐々木亮介（from a flood of circle） アコースティックライブ 

11/26（土） 18:00 I-RabBits ミニライブ 

11/27（日） 13:00 LiSA   
ミニライブ＆直筆サイン入り 

ポストカードお渡し会 
11/27（日） 13:00 

新海誠「星を追う子ども」 

発売記念イベント 出演：新海誠監督 握手＆サイン会 

11/27（日） 18:00 ソノダバンド    ミニライブ＆サイン色紙お渡し会 

 

※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。 

 

 

 

 

 

(c)AutumndeWild 

BECK 写真集 展示模様 

（7F フロア TOWER BOOKS） 

■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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