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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（9/8-9/14） 
 

渋谷店で開催が決定したキャンペーン 

NEW！【渋谷店 15 周年記念！ アーティストからのお祝いサイン色紙 展示中！】 

沢山のアーティストからお祝いのサイン色紙をいただきました！おめでとう動画コメントと一緒に 

9/20（月・祝）までラウンジ・スペースにて展示中です！ 

また、フロアでは、渋谷店へご来店いただいたアーティストのポラロイド写真なども展示中！ 
この機会に是非ご来店ください！ 

 

 

 

 

 

 

NEW！【渋谷店 15 周年記念 タワレコオリジナル企画盤 

「ヴィンテージ・コレクション特別版」5 タイトル発売中！】 

イッセルシュテットのモーツァルト交響曲集、フルニエが奏でるブラームスのチェロソナタ集やウィーンの強者ホルン奏者達

による「ウィーン・ヴァルトホルン合奏団」の伝説的アルバム「ウインナ･ホルンの饗宴」など 

コレクターも唸る珠玉のラインナップ！  

 

 

 

 

 

NEW！【渋谷店 15 周年記念！ The Mirraz 発売記念トークイベント＆写真展！】  

9/8（水）にニューアルバム発売 The Mirraz のトークイベントを渋谷店にて 9/11（土）開催！ 

また、渋谷店 2F フロアではただいま写真展（終了日未定）を開催中！ 

トークイベント：The Mirraz × 田中宗一郎（ｓｎoozer 編集長） スペシャル対談 

日時：9 月 11 日（土）15：00～ 会場：渋谷店１Ｆ ラウンジスペース 参加方法：観覧フリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【nero 創刊記念×渋谷店 15 周年！ ウィスット・ポンニミット（タムくん）弾き語り＆トークショー開催決定！】 

音楽・カルチャー・ファッション雑誌 nero 創刊記念イベントが渋谷店 7Ｆ TOWER BOOKS にて開催！ 

nero のなかでも大フィーチャーされていて、みんなから愛されるキャラクターをジンジン感じさせてくれる 

ウィスット・ポンニミット（タムくん）の弾き語り＆トークショー！ 

日時：9 月 19 日（日）16：00 スタート 会場：渋谷店 7Ｆ TOWER BOOKS 観覧方法：観覧フリー 
wisut ponnimit(ウィスット・ポンニミット） プロフィール･･･1976 年バンコク、シラパコーン大学デコラティブ・アート大学卒。 

1998 年マンガデビュー。代表作に『hesheit』『ブランコ』『ロマンス』「オーディオテクニカ web」でアニメーションの月刊連載中。 

長編マンガブランコの最終巻第六集が 9 月末発売予定です。 
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THE Mirraz コーナー、パネル展 （2F フロア）

渋谷店移転 15 周年記念！ 

ヴィンテージ・コレクション特別版 ジャケット 

渋谷店移転 15 周年記念！ 

お祝いサイン色紙 コーナー 

（1F ラウンジ・スペース） 

nero コーナー 

（7F フロア TOWER BOOKS） 
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NEW！【JUNSU/JEJUNG/YUCHUN ミニアルバム・DVD 発売記念！ 

パネル展 開催中！ オフィシャルグッズ、カードダスも！】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【少女時代 リリース記念！ 特大ディスプレイ＆パネル展示中！】 

渋谷店では待望の少女時代の発売を記念して、特大ディスプレイや写真パネルなどで少女時代を盛り上げています！ 

また、渋谷店のお隣 カフェマンデューカも少女時代カフェ(9/12（日）迄)に！ 

是非この機会にご来店ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【オーストラリア メルボルン出身の大所帯バンド！  

BLUE KING BROWN インストア・ライヴ 10/9 開催決定！！】 

彼らを大プッシュしてきた渋谷店で、夢のインストア・ライヴが決定！ 

<BLUE KING BROWN インストア・ライヴ> 

 日時：10 月 9 日（土） 19：00～ 場所：渋谷店 B1 STAGE ONE 内容：ミニ・ライヴ、サイン会 
※当日はフルメンバーでの出演ではありません 

 

 

NEW！【渋谷店クラシックフロア 毎週金曜日はモバイルクーポンセール！】 

渋谷店 CLASSICAL では、モバイル会員限定セールとして毎週金曜日、クラシック関連商品のセールを開催中！ 

クラシック CD、DVD、関連書籍をご購入時に、 

モバイル会員限定のスペシャルクーポン画面をレジにてご提示いただくと 

①5,000 円（税込）以上購入でポイント 2 倍！   

②10,000 円(税込）以上購入でポイント 3 倍！ 

このまとめ買いのチャンスに是非渋谷店へ来店ください！ 

 

 

 

 

渋谷店 K-POP ニュース！＜ただいま渋谷店で展示中！K-POP＞ 

◆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！ 

◆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！   

◆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！（終了日未定） 

◆ユン・サンヒョン直筆サイン 展示中！ 

◆渋谷店限定！4Minute パネル展 開催中！（終了日未定） 

◆KARA 日本デビュー・シングル・リリース記念 大展示中！（終了日未定） 

◆BROWN EYED GIRLS 日本デビュー記念パネル展示 9/6（月）まで開催中！ 

左から 少女時代写真パネル展、コーナー模様 

左から 渋谷店入り口特大ディスプレイ、少女時代サイン色紙 

JUNSU/JEJUNG/YUCHUN パネル展 

左から 

JUNSU/JEJUNG/YUCHUN 看板、コーナー模様 
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渋谷店 今週のイチオシ大展開＆渋レコメントカード 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜渋谷店 SPECIAL DAYS！＞ 

渋谷店オリジナル・タオルプレゼント！ 

ポイントカードを新しく発行された方、先着 10,000 名様に渋谷店 15 周年デザインタオルプレゼント中！ 

 

＜9 月の MONTHLY FEATURE＞ 

9 月 10 日（金）から 19 日（日）までの 10 日間は、￥3,000（税込）以上お買い上げの際、 

レジにて学生証を提示していただいたお客様に 10％オフ・クーポンをプレゼント！ 
※￥3000（税込)以上お買い上げで 10％オフクーポンが 1 枚使えます。 

※クーポンのご利用有効期間は、9/20（月祝）～10/24（日）となります。 

 

＜12 月までの毎月 15 日・25 日＞ 

★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！ 

 

＜「TOWER」別冊 TOWER RECORDS SHIBUYA 15th ANNIVERSARY＞渋谷店にて配布中！ 

＜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 

9/8（水） 20:00 FIRE BALL ミニライブ 

9/10（金） 19:00 古川雄大 ミニライブ 

9/10（金） 19:30 やけのはら ミニライブ＆サイン会＆特典引換え 

9/10（金） 20:00 LUVRAW＆BTB ミニライブ＆特典引換え 

9/11（土） 14:00 Various Artists「ニコニ甲子園～ 

みんな野球好きか！？～」発売記念イベント  
ミニライブ 

9/11（土） 15:00 岡田美和 ミニライブ＆サイン会 

9/12（日） 13:00 MC:中西優香  珠理奈軍：松井珠理奈  珠理奈軍：

桑原みずき  玲奈軍：松井玲奈  玲奈軍：矢神久

美  

握手会＆抽選会 

＆スペシャルイベント 

9/12（日） 15:00 時任和夫、清水研作、清水理恵 ミニライブ＆サイン会 

9/12（日） 17:00 久保田麻琴 トーク＆サイン会 

9/12（日） 18:00 少女-ロリヰタ-23 区   ミニライブ＆握手会 

9/12（日） 15:00 安藤裕子 ミニライブ 

9/14（火） 19:00 clear ニコニコ生ミニライブ＆トーク＆ハイタッチ会 

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 安藤裕子、GLAY、リン・ユーチュン コーナー 
左から 

くるり コーナー、フレンチ・キス 渋レコメント 

■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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