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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（9/22-9/28） 
 

渋谷店で開催が決定したキャンペーン」 

NEW！【sleepy.ac パネル展開催中！】 

sleepy.aｂ アコースティック編成の sleepy.aｃ名義で行ったライヴの模様を収録したライヴアルバム「LIVE@Sapporo Kitara」

の発売を記念して、渋谷店 2F にて「LIVE＠Sapporo Kitara」のライヴ写真「パネル展」を開催中！ 

また、このパネルを展示終了後、メンバーのサインを入れてプレゼント!!ぜひ、ご応募ください！ 

【応募方法】 

渋谷店で「sleepy.aｃ/LIVE@Sapporo Kitara」をご購入いただいたお客様にレジにて応募用紙をお渡しします。 

応募用紙に要事項、ご希望のパネルをご記入いただき、2F インフォメーションカウンターに設置している応募箱にご投函く

ださい。 

【応募期間】9/14（火）～9/27（月） ※当選者の発表はプレゼントの発送を持ってかえさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

NEW！【凛として時雨ニューアルバム発売記念、楽器展示開催！】 

凛として時雨が 1 年 4 ヶ月ぶりにニューアルバム『still a Sigure virgin?』をリリース！ 

この新作の発売を記念してメンバーが実際に使用した楽器展示中！ 

【場所】渋谷店 1F 

【期間】9/21(火)～9/27(月) 

 

NEW！【藤井フミヤ×映画『おにいちゃんのハナビ』パネル展開催！】 

藤井フミヤのニュー・シングル「今、君に言っておこう」（映画『おにいちゃんのハナビ』（9/25 公開予定）の主題歌） 

の発売を記念してパネル展開催中！ 

藤井フミヤさんと映画『おにいちゃんのハナビ』の写真を併せたパネル展示となります。 

【場所】渋谷店 2F 

【期間】9/21（火）～9/27（月）＊変更となる場合がございます 

 

 

 

 

NEW！【日本のロック人間国宝、内田裕也氏がロック世界遺産、ザ・ローリング・ストーンズを語る 

スペシャル・イベント！！秘蔵映像上映もあり！】 

TOWER RECORDS SHIBUYA 15th ANNIVERSARY presents 日英ロックンロール頂上決戦！ 

ザ・ローリング・ストーンズ×内田裕也  レフェリー（MC）：マイク越谷 

【日時】11/3（水・祝） 19 時～ 

【場所】渋谷店 B1「STAGE ONE」 

【内容】内田裕也氏とマイク越谷氏によるスペシャル・トークと 

10/13（水）発売のＤＶＤ「レディース＆ジェントルメン」未収録の未公開映像上映。  

【参加方法、詳細】 http://tower.jp/blog/shibuya/entries/69970                                           
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左から 凛として時雨コーナー（2F フロア）

ドラム展示（1F フロア）

左から 凛として時雨コーナー（2F フロア）

ドラム展示（1F フロア）

Sleepy.ac パネル展模様（2F フロア）ー 

タワーレコード渋谷店ニュース 23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渋谷店 今週のイチオシ大展開＆渋レコメントカード 
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NEW！【K-POP】ZE:A（ゼア）のパネル展開催決定！ 

全アジアで話題騒然、韓国の 9 人組ボーイズ・グループ、ZE:A。発売中の日本デビュー・アルバム「ZE:A」の発売を記

念して、渋谷店 1 階ラウンジ・コーナーにて写真パネル展を開催中！ZE:A の巨大写真パネルがラウンジ・コーナーに

期間限定で登場！ 

【ZE:A パネル展詳細】  

開催日時：9/21（火）～9/27（月） 

開催場所：渋谷店 1 階ラウンジ・コーナー 

 

 

 

 

NEW！【K-POP】CNBLUEメッセージビデオ＆巨大ディスプレイ設置情報！ 

人気急上昇中の韓国出身の４ピースロックバンド、CNBLUE。 

渋谷店では 2nd シングル「I don’t know why」の発売を記念して、ほぼ等身大巨大ディスプレイの設置や、 

渋谷店へ来店されたファンの皆様への CNBLUE メッセージビデオ上映中！ 

また、ご購入者先着でタワレコ・オリジナル特典『ジャケットサイズ・カード』を差し上げます！ 

【CNBLUE メッセージビデオ上映】 

上映期間：9/15（水）～終了日未定 

上映場所：渋谷店 5 階 

  

【CNBLUE 巨大ディスプレイ設置】 

設置期間：9/15（水）～終了日未定 

設置場所：渋谷店 5 階 

  

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 直筆サイン入りポラロイド展示中！  

◆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 サイン入り写真パネル 展示中！（終了日未定） 

◆JUNSU/JEJUNG/YUCHUN パネル展 開催中！オフィシャルグッズも！（終了日未定） 

◆少女時代 特大ディスプレイ＆パネル写真展示中！（終了日未定） 

◆ZE:A（ゼア）写真パネル（終了日未定）＆ファンノート（9/24（金）15 時まで）設置中！ 

 

左から ZE:A 写真パネル、 

ファンノート（5F フロア） 

左から 松下奈緒コーナー、Kurt Rosenwinkel コーナー  
左から 浜崎あゆみコーナー、GOOD 4 NOTHING 渋レコメント 

左から CNBLUE メッセージビデオ 

ほぼ等身大巨大ディスプレイ模様 

（5F フロア） 

ZE:A パネル展模様 

（1F ラウンジ・コーナー） 



 

 

 

①＜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中！＞ 

モバイル会員限定！毎週金曜日はクラシック関連商品のセール開催中！ 

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！とお得に！ 

 

②＜9 月の MONTHLY FEATURE＞ 

好評につき延長決定！ 

9/30（木）までの期間、￥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。 

 

③＜渋谷店 SPECIAL DAYS！＞ 

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！ 

 

④＜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！ 

 

⑤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！ 

 

⑥＜「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 

9/22（水） 18:30 キマグレン ミニライブ＆握手会 

9/23（木） 19:00 PLAGUES   ミニライブ 

9/24（金） 16:00 ZE:A  ミニライブ 

9/25（土） 14:00 三浦大知    ミニライブ＆握手会 

9/25（土） 15:00 鈴木大介 ミニライブ＆サイン会 

9/25（土） 16:00 Sigenji ミニライブ＆サイン会 

9/25（土） 19:00 猫騙  Opening Act：ジャズネコ  ミニライブ 

9/26（日） 13:00 小桃音まい ミニライブ＆握手会 

9/26（日） 14:00 キリンジ  i-Radio「KiKi KIRINJI」公開録音 

9/26（日） 15:00 遠藤真理 ミニライブ＆サイン会 

9/27（月） 19:00 
東京 03、キングオブコメディ、ラバーガール  

DVD 発売合同スペシャルイベント 
スペシャルイベント 

9/28（火） 19:30 SPARKS GO GO アコースティックライブ 

 

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 

 

■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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