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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（7/7-7/13） 
 

渋谷店で開催が決定したキャンペーン 
 

         

 

 

 

 
 

【ユン・サンヒョン直筆サイン展示中！】  
09 年のドラマ「僕の妻はスーパーウーマン」などで熱い注目を集め、 

歌手活動も行うなど活動の幅を広げている、韓国の人気俳優ユン・サンヒョンの直筆サインを入手！ 

貴重なサインは渋谷店 5F K-POP コーナーにて展示中（終了日未定）です！  

  

【東方神起ガチャガチャ「ミニチュア CD コレクションⅡ」 

設置中！】 
 東方神起のベスト盤発売時に設置していた 

ガチャガチャ「ミニチュア CD コレクションⅡ」をアンコール設置中！ 

集め切れなかったファンの方、お急ぎ下さい!! 渋谷店 5F にて設置中！ 
（予定数量終了次第、終了します） 

 

【水樹奈々 衣装展示＆スペシャルパネル展 開催中！】                           
●スペシャルパネル展 7/26（月）まで開催中！                                               

渋谷店 1F フロアにて撮影した、タワーエプロン着用撮り降ろしショットパネル展開催中！  ※展示パネルは毎週変わります!!  
 

●衣裳展 7/26（月）まで展示中！ 

渋谷店にて「IMPACT EXCITER」初回限定盤ジャケット衣裳&「ミュステリオン」MV 衣裳展示中！     

 

●店内放送&コラボポスター掲示 7/19（月・祝）まで 

 タワーレコード全店にて開店・閉店アナウンスを放送！また、水樹奈々×TOWER RECORDS コラボポスター掲示中！ 

 

●水樹奈々店員 POP が登場！  

エプロン着用 の“水樹奈々店員 POP” がお出迎え！（終了日未定） 本人着用エプロン（サイン入り）も展示中！ 
 

●水樹奈々パネルプレゼント! 

新作「IMPACT EXCITER」初回限定盤をお買い上げのお客様の中から、抽選で 1 名様にパネル展終了後、 

ご本人直筆サイン入りパネル（お客様のお名前入り）を大プレゼント!!!!!! 
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水樹奈々 衣装展、パネル展 コーナー

（1F フロア） 

左から 東方神起ガチャガチャ 

ユン・サンヒョン直筆サイン （5F フロア） 

◆ 【ユン・サンヒョン直筆サイン 展示中！】 

◆ 【東方神起ガチャガチャ「ミニチュア CD コレクションⅡ」 設置中！】    

◆ 【水樹奈々 衣装展示&スペシャルパネル展 開催中！】 

◆ 【佐藤ブライアン勝彦 作品集発売記念展 7/31（土）まで開催中！】 

◆ 【神聖かまってちゃん 写真パネル展 開催中！】 

◆ 【渋谷店 15 周年企画！「大怒髪天展」 7/13（火）～開催決定！】 
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【佐藤ブライアン勝彦 作品集発売記念展 7/31（土）まで開催中！】 
リリー・フランキー氏も絶賛している佐藤ブライアン勝彦！ 

エド”ビッグ・ダディ”ロスのトリビュート・ショーに参加するなど、 

海外での活動も多い佐藤ブライアン勝彦さんによる作品展示が 7Ｆ下りエスカレーター・ホールにて展示中！  
 

現在は発売禁止となった雑誌「バースト・ハイ」の表紙や、「SM スナイパー」の連載を手掛けてきたことでも知ら、海外にもフ

ァンやコレクターがいる佐藤ブライアン勝彦！ 

独特のモチーフや世界観は正統派ローブロー・アートともいえる印象的なものばかりで、 

貴重な原画を目の前で鑑賞できる、またとない機会です！！是非ご来店ください！ 

 

  

 

 
 
 

 

 
 

【「神聖かまってちゃん」写真パネル展 開催中！】 
神聖かまってちゃん シングル「夕方のピアノ」の発売を記念して、渋谷店にて写真パネル展 開催中！（終了日未定） 

 

 

 

 

 
 

【渋谷店 15 周年企画！ 「大怒髪天展」 7/13（火）～開催決定！】 
～夏休みまで待てない！『大怒髪天展』 2010 SUMMER～後悔してもイイ！～ 

渋谷店移転 15 周年を記念して、他では見られない怒髪天の素敵ショットを収めた 

パネル展示や増子さんのステージ衣装を展示！ 

そして、さらなる企画も！！ 7/13（火）～７/21（水）の期間、渋谷店１Ｆラウンジスペースにて開催決定！お楽しみに！ 
 

今週 渋谷店で開催中のキャンペーン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆BIGBANG シングル・リリース記念、展示＆旧譜キャンペーン開催中！（終了日未定）    

◆IRIS ミニ展示開催中！（終了日未定） 

◆TENORI-ON フェア 7/19(月・祝)まで開催中！ 

◆CNBLUE 写真パネル展示中！ 

◆ジョンフン直筆サイン入りポラロイド展示中！ 

◆ZE:A ポラロイド展示中！ 

◆TV アニメ「Angel Beats!」劇中バンド Girls Dead Monster 7/10（土）インストア・イベント決定！ 

◆フジファブリック「フジフジフジ展」開催中！（7/12（月）まで） 

◆渋谷店 15 周年記念イベント！8/21（土）「スペシャル論論ブーツ」ロンドンブーツ 1 号 2 号インストア・イベント決定！ 

◆東方神起 輸入盤 DVD キャンペーン開催・直筆サイン入りポラロイド展示中！   

◆渋谷店 15 周年記念！ 歴史ポラロイド展示中！ 

 

左から 東方神起直筆サイン入ポラロイド 

    フジファブリック「フジフジフジ展」 

      渋谷店 15 周年記念！歴史ポラロイド 

左から IRIS ミニ展示、CNBLUE 写真パネル展、 

ジョンフン直筆サイン入りポラロイド 

佐藤ブライアン勝彦 作品集発売記念展

（TOWER BOOKS 7F フロア） 

神聖かまってちゃん 写真パネル展

（2F フロア） 
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渋谷店 今週の大展開＆イチオシ 渋レコメントカード 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

★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 

行っています！今回の＜MONTHLY FEATURE!＞は、7/9（金）～7/18（日）までの期間、 

邦楽 CD、DVD または Blu-ray を\5,000（税込）以上お買い上げごとに、 

総額\500 分のクーポンをプレゼント！渋谷店のみの特別なキャンペーン！ 

このまとめ買いのチャンスをお見逃しなく！ 
 

＜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 

7/7（水） 19:00 ViViD   ミニライブ 

7/9（金） 19:30 WWE スーパースター ヨシ・タツ 

＆WWE ディーバ マリース 

トーク＆握手会＆撮影会 

7/10（土） 12:30 Girls Dead Monster ミニライブ 

 

7/10（土） 

 

14:00 

Silent Jazz Case＆bohemianvoodoo   

出演：島裕介“Silent Jazz Case” 

（ゲスト：ナイス橋本）、bohemianvoodoo 

 

ミニライブ＆サイン会 

7/10（土） 15:00 カール=アンドレアス・コリー ミニライブ＆サイン会 

7/10（土） 16:00 仲井戸麗市 サイン会 

7/10（土） 18:00 Kagrra,  トーク＆握手会+企画あり 

7/11（日） 14:00 のあのわ  

～のあのわのあのわくわくはのあのわのわのなかに～  
ミニライブ 

7/11（日） 14:00 池澤春菜 ミニライブ＆サイン会 

7/13（火） 19:00 DAMIJAW     トーク＆ツーショット写真撮影会 

  

    ※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 

左から   POLYSICS、 SIPHIWO  渋レコメントカード 

SHINICHI OSAWA、 Champagne コーナー 

 

■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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