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＜TOWER RECORDS shibuya NEWS 39＞ 
 2011 年 1 月 26 日 

 

 

 

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 15 周年を迎え、これ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ニュース 39 

 

タワーレコード渋谷店ウィークリー情報（1/26-2/1） 

 
渋谷店で開催が決定したキャンペーン 

 

NEW！【J-POP】板野友美ソロ・デビュー・シングル『Dear J』発売記念！ 

コラボ・パネル展示&パネル応募抽選プレゼント決定！ 
板野友美『Dear J』の発売を記念して、渋谷店 2Ｆにてコラボ・パネル展示中！ 

さらに、展示期間中に対象商品をお買い上げの方に応募抽選でパネルをプレゼントも！ 

【展示場所】渋谷店 2Ｆ 【展示期間】1/25（火）～2/7(月)】 ※応募期間：1/25（火）～2/7(月) ※期間は変更となる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【J-POP】日本のロック名盤キャンペーン！  

渋谷店オススメ＆アーティストが選んだ日本のロック名盤＆毛皮のマリーズ パネル＆衣装展示中！ 
期間中、“ことばとうた”“ラブ・ロックンロール”“踊る。祭りロック”“ザ・ソングライターズ”など、渋谷店オススメの日本のロッ

ク名盤をコーナーに！さらに、怒髪天 増子直純さん、フラワーカンパニーズ 鈴木圭介さん、毛皮のマリーズ 志磨遼平さ

んが選んだ日本のロック名盤コーナーも要チェック！そして、毛皮のマリーズのパネルや衣装展示も！ 

その他にもオススメコーナーを沢山ご用意して、ご来店をお待ちしております！ 
【展示場所】渋谷店 1Ｆ ラウンジ・スペース 【展示期間】1/24（月）～2/28(月)】  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/24（月）渋谷店にて、日本のロック名盤キャンペーン＆書籍「日本革命ロックガイド 1960-2010」発売記念！ 

鈴木圭介さん（フラワーカンパニーズ）、パンクロック専門誌「MOBSPROOF」編集長 松原弘一良さんをお迎えして 

トークイベントを開催しました！ 
トークイベント終了後、フラ

ワーカンパニーズが登場し

た“NO MUSIC,NOLIFE?”ポ

スターやデザイン T シャツ

に鈴木圭介さんのサインを

入れてプレゼントするじゃん

けん大会も催され、大盛況

のうちに終了！ 

イベント後、書籍「日本革命

ロックガイド 1960-2010」を

購入されるお客様で行列

に！ 

鈴木圭介さんが拍手で迎えられ登場！ 

こ の 日 発 売 の 書 籍 「 日 本 革 命 ガ イ ド

1960-2010」の魅力について、「他のガイド

本では、紹介されていない CD や、アーテ

ィストなど紹介されていて本当に面白かっ

た！」渋谷店で、鈴木圭介さんが選んだ日

本のロック名盤の紹介についての話にな

ると、「僕が選んだ中に、廃盤があることを

知って、ショックでしたよ！CD って最初に

ピンとこなかったものの方が長続きするん

ですよ！女の子と一緒！」と話し、 

会場から笑い声も！ 

日本ロック名盤特設コーナー（1F ラウンジ・スペース） 

左から 板野友美『Dear J』コーナー、

コラボ・パネル展模様 

（2F フロア） 



 

NEW！【J-POP】LUNKHEADインストアライブ模様 USTREAM配信決定！ 
“ニューアルバム『［vivo］』全曲お披露目ワールドプレミアショー”！ 

2/9 発売のアルバム『［vivo］』が一足お先に、しかも、生で聴けるという贅沢なイベント！ 

残念ながら入場券は配布終了となっておりますが、是非このスペシャルなイベントを USTEAM で視聴してください！ 

 

そして、そんな USTREAM 配信について小高さんからコメントも！ 

『行きたいけど物理的距離で行けないという人、整理券が手に入らなかった人、 

人混みは苦手だけどライブが見てみたいって人、いろんな人がいると思うけど、より多くの人に届けばと思ってます。 

1 月 29 日、どこよりも早く［vivo］の世界を感じてください。小高 芳太朗（LUNKHEAD）』 

 

【イベント名】LUNKHEAD“ニューアルバム『［vivo］』全曲お披露目ワールドプレミアショー” 

【日時】1 月 29 日（土） START 20:00～ 【会場】渋谷店 B1「STAGE ONE」 

【USTREAM 配信】Tower Records Japan http://www.ustream.tv/channel/towerrecordsjapan 

【配信時間】20：00～21：00（予定） ※ライブ終了まで 

 

NEW！【J-POP】Pay money To my Pain (P.T.P)『Remember the name』発売記念！ 

楽器＆グッズ展示中！ 
Pay money To my Pain (P.T.P)『Remember the name』の発売を記念して、 

渋谷店 2Ｆにてギター:PABLO＆ハット&革ジャン:T$UYO$HI を展示中！ 

【展示場所】渋谷店 2Ｆ上りエスカレーターホール  

【展示期間】1/25（火）～2/7(月)】 

 

 

 

NEW！【J-POP】J『FOURTEEN the best of ignitions』発売記念！楽器展示中！ 

J 『FOURTEEN the best of ignitions』の発売を記念して、 

渋谷店 2Ｆにて PV で実際使用した貴重なベースを展示中！ 

【展示場所】渋谷店 2Ｆエレベーターホール  

【展示期間】1/25（火）～2/7(月) 
※期間は変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 

 

 

 

 

NEW！【TOWER BOOKS-イベント】みんなでみかんをむこう！ 

『あたらしいみかんのむきかた』むきむきワークショップ〈NO MIKAN, NO LIFE.〉開催！ 

わたしたちは、ただ むくだけでまんぞく しない・・・！2011 年、みかんの皮元年・・・ 

メディアでも話題騒然、「みかん1 個をむくだけで、どうぶつの形になる、前代未聞の工作絵本」『あたらしいみかんのむきか

た』が大好評！みかんむきアーティストの岡田好弘さんと、むきおくんファミリーの 

生みの親、神谷圭介さんをお迎えして、みかんむきワークショップ開催！ 

題して、「むきむきワークショップ〈NO MIKAN, NO LIFE.〉」！！！ 

サイン会もやっちゃうよ♪ 

みなさまのご参加おまちしております！いっしょにむきむきしましょう！ 

 

************************************************************ 

むきむきワークショップ〈NO MIKAN, NO LIFE.〉 

日時：1 月 29 日（土） 16：00 スタート（15：30 開場） 場所：渋谷店 7Ｆ TOWER BOOKS 
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Pay money To my Pain (P.T.P) 

『Remember the name』コーナー、 

楽器＆グッズ展示模様 （2F フロア） 

J『FOURTEEN the best of ignitions』コーナー

（2F フロア） 

当日引換券をお持ちの方がもらえる！ 

「むきむきみかんセット」（非売品） 

【イベント対象商品】 『あたらしいみかんのむきかた』 

岡田好弘 作 ・ 神谷圭介 絵／文 小学館 定価 1,050 円（税込）



 

NEW！【K-POP】渋谷店にK-POP SHOPが帰ってきた～！ 

SM☆SH・BROWN EYED GIRLS・超新星・CNBLUEなどの衣装展＆パネル展 開催中！ 
【展示場所】渋谷店 1Ｆ、5F フロア 【展示期間】1F フロアは 2/8（火）までの予定 ※詳細は渋谷店へ直接お問合せください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【渋谷店・新宿店 限定！】ケータイ会員様限定ポイント 3 倍キャンペーン実施！ 

タワーレコード渋谷・新宿店では 1/26（水）、ケータイ会員様限定のポイント 3 倍キャンペーンを行います！ 

この機会に是非ご利用ください！ 

 

＜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 

1/26（水） 18:00 SM☆SH    ミニライブ＆名刺渡し会 

1/26（水） 20:00 SM☆SH    ミニライブ＆名刺渡し会 

1/27（木） 19:00 the pillows    ミニライブ 

1/28（金） 18:00 ゴールデンボンバー トーク＆握手会 

1/29（土） 13:00 

みひろ「ざんねんなこ、のんちゃん。」 

「打撃女医サオリ」DVD、主題歌 CD 発売記念イベント 

～のんちゃん編～ 
主題歌生披露 

＆トーク＆握手会 

1/29（土） 15:00 Bill Frisell ミニライブ＆サイン会 

1/29（土） 16:00 

「あたらしいみかんのむきかた」 

むきむきワークショップ “NO MIKAN,NO LIFE.”   

出演：岡田好弘、神谷圭介 
ワークショップ＆サイン会

1/29（土） 17:00 カセットコンロス ミニライブ＆サイン会 

1/29（土） 20:00 LUNKHEAD    ミニライブ 

1/30（日） 14:00 ギルガメッシュ ミニライブ 

1/30（日） 15:00 Hakuei Kim ミニライブ＆サイン会 

1/30（日） 19:00 REAL REACH ミニライブ＆トーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※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。 

 

左から SM☆SH コーナー、衣装展時、パネル展模様 （1F フロア） 

CNBLUE パネル展模様 

（5F フロア） 

左から BROWN EYED GIRLS 

パネル展模様（5F フロア）、 

コーナー（1F フロア） 

超新星パネル展模様 

（1F、5F フロア） 

■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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