
 
 
 

＜タワーレコード渋谷店 SpaceHACHIKAI ニュース＞ 

 2018 年 7 月 2 日（18061） 

ハード・ロック/ヘヴィ・メタルの第一人者：伊藤政則氏のメモラビリア展 

「MASA ITO メモラビリア・フェスト 

 -THE FINAL- “メタル聖地巡礼” 」 

タワレコ渋谷店 SpaceHACHIKAI で 9 月 22 日から 4 日間特別開催決定 

 

タワーレコード渋谷店では、2018 年 9 月 22 日（土）～25 日（火）の 4 日間限定で、同店８階の催事場“SpaceHACHIKAI”

にて、ハード・ロック/ヘヴィ・メタルの第一人者、伊藤政則氏のメモラビリア展「MASA ITO メモラビリア・フェスト -THE 

FINAL- “メタル聖地巡礼” 」を開催することが決定しました。さらに、このメモラビリア展開催を記念し、同店 B1F「CUTUP 

STUDIO」で展示期間中の 4 日間、伊藤氏が生出演、豪華ゲストを招いたトーク・イベントも開催します。 

 

伊藤政則氏のメモラビリア展「MASA ITO メモラビリア・フェスト -THE FINAL- “メタル聖地巡礼” 」は、2016 年 11

月からタワーレコード渋谷店の 5F で、さらに 2017 年 7 月からタワーレコード難波店にて開催された人気展で、今回は、

その集大成となるイベントです。数多くの世界的なバンドと広い交友関係をもち、ハード・ロック/ヘヴィ・メタルの第一

人者である伊藤政則氏所有の貴重なお宝グッズと、今回の展示で初出しする未公開グッズも多数蔵出し。そのすべてを一堂

に結集し特別展示します。 

 

展示会場では、ここでしか入手できない会場限定グッズや、MASA ITO ビール、新書籍をはじめ、1980 年と 1985 年に

キング・レコードからリリースした「吸血鬼伝説」「海にとけこんで」「Secret Love」「Demon Heart」のアナログ・マス

ターテープを、フレドリック・ノルドストロームがスウェーデンでリミックス、リマスターしたゲートホールド仕様のアナ

ログ・ピクチャーディスクを（アナログ盤）限定 500 枚の販売も決定しました。その他にも伊藤氏監修の再発 CD の先行販

売（タイトル未定）なども行う予定です。さらにグッズ購入者には毎日限定数、展示会場にて、伊藤氏のサイン会も開催、

「CUTUP STUDIO」でのイベントも併せ、 タワーレコード渋谷店がまさに"メタル聖地"となる 4 日間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ご取材ならびに本プレスリリース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）、松本、寺浦 

TEL：03-4332-0705  Email：press@tower.co.jp 
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■MASA ITO メモラビリア・フェスト -THE FINAL- “メタル聖地巡礼”概要 

■タイトル：MASA ITO メモラビリア・フェスト -THE FINAL- “メタル聖地巡礼” 

■開催日程：9 月 22 日(土)、23 日(日)、24 日(月・祝)、25 日(火) 

■開催場所：タワーレコード渋谷店 8F SpaceHACHIKAI 

   〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-22-14 TEL03-3496-3661（代表） 

タワーレコード渋谷店 HP   http://towershibuya.jp/ 

■開催時間：11:00～22:00(最終入場 21:30) 

■入場料 ：500 円（税込） ※詳細は次頁を参照 

■来場特典：各日来場者に日毎に絵柄が異なる缶バッジを先着でプレゼント 

 

 

 

 

 

 

■メモラビリア展示会場限定グッズ販売 

【会場限定販売グッズ】 

・ビアグラス 1,500 円（税込） 

・チケットホルダー 1,500 円（税込） 

・トートバッグ ２,500 円（税込） 

・T シャツ 4,000 円（税込） 

・コースター 4 枚セット 金額未定 （デザインはチケットと同じ絵柄となります。） 

・MASA ITO ビール 金額未定 

【会場先行販売】 

・新書籍 

・Fredrik Nordstrom 「吸血鬼伝説」「海にとけこんで」「Secret Love」「Demon Heart」 4 曲入りアナログ盤  

※500 枚限定販売のため お一人様 1 枚のみの販売となります。 

・伊藤氏監修の再発 CD の先行販売 ※全国発売日：9/26 

アーティスト/タイトル 

・Heritage / Remorse Code \2.700（税込）国内盤初 CD 化 

・Savage / Hyperactive \2.700（税込）国内盤初 CD 化 

・Tygers Of Pan Tang / Burning In The Shade \2.700（税込）国内盤初 CD 化 

・Witchfynde / Give ‘Em Hell \2.700（税込） 

※グッズの事前ご予約、お取り置きは出来ません。 

※お一人様の購入制限はございません。 

※数量限定の為、無くなり次第終了となります。 

 

■メモラビリア展示内にて映像上映 （各日異なる映像を上映） 

・伊藤政則氏自らが語るメモラビリア 

・伊藤政則氏フィルモグラフィ 

・「伊藤政則の『遺言』 ~今のうちに語っておきたいロックの歴史がある～」イベント映像ダイジェスト 

・伊藤政則氏インタビュー映像 貴重なライヴやプロモーションビデオの映像など 

・bayfm/POWER ROCK TODAY の過去の音源 

http://towershibuya.jp/
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■トーク・イベント 

 

■開催場所：タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO 

■開催日時：①22 日(土):「日本の洋楽黄金時代を語る」 

出演：元 CBS ソニー野中規雄 元日本フォノグラム北澤 孝 

OPEN 17:30- START 18:00- 

②23 日(日):「伊藤政則を丸裸にする」 

出演：吉田豪 （プロインタビュアー） 

OPEN 17:30- START 18:00- 

③24 日(月・祝):「ジャーマン対ブリティッシュ頂上決戦」 

出演：和田 誠（音楽評論家） 

OPEN 17:30- START 18:00- 

④25 日(火) 「パンク対メタル決着戦」 

出演：大貫憲章（音楽評論家） 

OPEN 19:00- START 19:30- 

 

 

■入場料 

①トーク・イベント参加パスポート・チケット＜メモラビリア展示入場券付＞：各日限定数/ 2,500 円（税込） 

②メモラビリア展示入場券（メモラビリア展示のみ） / 500 円（税込） 

※①②とも未就学児無料 

■チケット購入方法 

① トーク・イベント参加パスポート・チケット＜メモラビリア展示入場券付＞販売日程 

7/14(土) bayfm「Power Rock Today」（先着先行） 

7/17(火)～7/19(木) ウドープレミアム・メンバーズ (抽選先行) 

7/20(金)～7/27(金) ウドーチケットサービス（先着先行） 

7/20(金)～7/26(木) チケットぴあ（抽選先行） 

7/23(月)～7/25(水) イープラス（抽選先行） 

7/23(月)～7/25(水) ローソンチケット（抽選先行） 

7/28(土) 一般販売 タワーレコード渋谷店 5 階レジ / 各プレイガイド 

前売券からパスポート・チケット交換も 7/28～9/21(金)まで「タワーレコード渋谷店 5 階」にて行います 

9/22(土)からは 8 階展示場レジにて交換いたします。 

 

トーク・イベント参加パスポート・チケット＜メモラビリア展示入場券付＞ ※画像はイメージです。 
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② メモラビリア展示入場券（メモラビリア展示のみ） 

7/28(土) 一般販売 タワーレコード渋谷店 5 階レジ / 各プレイガイド 

 

●当日券 

タワーレコード渋谷店 8 階レジ / 各プレイガイド 

※各日、「トーク・イベント参加パスポート・チケット＜メモラビリア展示入場券付＞」が売り切れの場合、「メモラビリア

展示入場券」のみ販売となります。 

 

チケット発売情報：ウドー音楽事務所ウェブサイト 

http://udo.jp/event/MasaItoMemorabilia 

 

■その他注意事項など 

■8F 展示会場：11:00～22:00(最終入場 21:30)  

※パスポートチケットをお持ちの方は、同日であれば再入場は可能です。 

※一般入場チケットの方は、再入場は出来かねます。 

※グッズご購入のみの場合でも入場料を頂きます。 

※混雑時は入場制限をかける場合がございます。 

※手荷物はお預かりできません。 

 

■B1F イベント開催時間 

 9/22-9/24 OPEN 17:30- START 18:00- 

9/25 OPEN 19:00- START 19:30- 

※入場は先着順となります  

※荒天や天災など主催者側の判断によりやむをえずイベントを中断・中止する場合がございます。その場合、商品の返却、

代金の払い戻しはいたしかねます。 

※主催者側の諸事情によりイベントの内容等の変更やイベント自体を中止させていただく場合がございます。 

※小学生以上のお子様をご同伴の場合は、別途、お子様の分の「入場券」が必要になります。 

※「入場券」をお持ちの方でも、当日係員の指示に従わない場合にはイベントへのご参加をお断りする場合がございます。 

※注意事項に反する行為が見受けられた場合、及び 当日スタッフの指示に従っていただけない場合は、イベントを中止さ

せていただく場合がございます。 

※「入場券」は紛失されても再発行はいたしません。大切に保管・管理をお願いいたします。 

※イベント開催時、ビデオ・ビデオカメラ・携帯電話などでの録音、録画、撮影は著作権保護の観点から、一切禁止とな

っております。撮影用補助機材の使用も禁止いたします。 

※イベント中止・延期の場合､交通費､宿泊費などの補償はできません。 

※会場内にはコインロッカー(1 回 300 円)がございますが、数には限りがございます。 

 

主催：タワーレコード渋谷店 

制作協力：株式会社シンコーミュージック・エンタテイメント 

協力：ウドー音楽事務所/bayfm 

Supported by BURRN! 

http://udo.jp/event/MasaItoMemorabilia

