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＜TOWER RECORDS SHIBUYA NEWS 60＞ 
 2011 年 8 月 3 日 

 

 

 
タワーレコード渋谷店ニュース 60 

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。 

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（8/3-8/9） 
 

渋谷店で開催が決定したキャンペーン！   ≪8 月 8 日（月）は、1F フロアのみ営業となります≫ 

◆詳しくはタワレコ渋谷店ブログへ http://tower.jp/blog/shibuya/ 

 

NEW！【DIR EN GREY】「DUM SPIRO SPERO」発売記念！ パネル展開催中！ 

ニューアルバム「DUM SPIRO SPERO」の発売を記念して、写真パネルとジャケットで使用された仏像を展示中！ 

是非ご来店くださいね！【展示場所】渋谷店 1Ｆ 【展示期間】8 /2(火)～8/8(月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【木村カエラ】「喜怒哀楽plus愛」発売記念！ 衣装展示開催中！ 
ニューシングル「喜怒哀楽 plus 愛」の発売を記念して、PV で使用された“怒“の衣裳展示中！ 

【展示場所】渋谷店 1Ｆエスカレーターホール 

【展示期間】8 /2(火)～8/15(月) 

 

 

 

 

 

NEW！【ストレイテナー】「STRAIGHTENER」発売記念！ パネル展開催中！  

ストレイテナー「STRAIGHTENER」の発売を記念して、渋谷店にてパネル展開催中！ 

【展示場所】渋谷店 2Ｆ 【展示期間】8 /2(火)～8/15(月) 

【パネルプレゼント 応募方法】渋谷店にて 8 /2(火)～8/15(月)の期間中、ストレイテナー「STRAIGHTENER」をお買い上げ

いただいたお客様に、パネルプレゼント応募用紙をお渡しいたします。こちらの応募用紙に必要事項を記入していただき、

渋谷店 2Ｆインフォメーションカウンターに設置の専用 BOX へご応募いただいたお客様の中から、抽選で展示パネルをプレ

ゼント致します。なお、当選の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。 

◆詳しくはコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/80819 

 

 

 

 

 

 

左から DIR EN GREY「DUM SPIRO SPERO」コーナー、パネル展/ 

ジャケットで使用された仏像展示模様 （1F フロア） 

左から 

木村カエラ「喜怒哀楽」コーナー（1 フロア）、 

衣装展示模様 （1F エスカレーターホール） 

左から 

ストレイテナー「STRAIGHTENER」コーナー（1F フロア）、 

パネル展示模様 （2F フロア） 



 

NEW！【LOSTAGE】「CONTEXT」発売記念！ パネル展開催中！  

【展示場所】渋谷店 2Ｆ 

【展示期間】8 /2(火)～8/8(月) 

【パネルプレゼント 応募方法】渋谷店にて 8 /2(火)～8/8(月)の期間中、LOSTAGE 「CONTEXT」をお買い上げいただいた

お客様に、パネルプレゼント応募用紙をお渡しいたします。こちらの応募用紙に必要事項を記入していただき、渋谷店 2Ｆイ

ンフォメーションカウンターに設置の専用 BOX へご応募いただいたお客様の中から抽選で展示パネルをプレゼントいたしま

す。なお、当選の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。 

◆詳しくはコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/80818 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【V.A.】「OK!Come On CHABO!!! on DVD-2011.3.5 Zepp Tokyo Live 全曲収録盤-」発売記念 

抽選会決定！  

渋谷店にて 8 /2(火)から、V.A. 「OK!Come On CHABO!!! on DVD-2011.3.5 Zepp  

Tokyo Live 全曲収録盤-」をお買い上げいただいたお客様に、Ｔシャツが当たる抽選会 

にご参加いただけます。 

ライヴ会場限定で発売していた「OK! C'MON CHABO!!! プレミアム T シャツ」を 

当選の方にその場でプレゼント！ 

 

浦沢直樹さんが CHABO さんにお祝いのイラストをプレゼントし、 

さらにライヴ出演アーティストのネームがバックプリントされた、貴重なＴシャツです！ 

また、渋谷店 2Ｆでは、ライヴ出演した豪華アーティストのサイン入りポスターも展示！ 

【抽選期間】8 /2(火)～終了日未定（Ｔシャツが無くなり次第終了） 

【対象店舗】渋谷店 

◆詳しくはコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/80820 

 

 

 

NEW！【フレンドリー・ファイアーズ】サマーソニック 2011 でも来日するフレンドリー・ファイアーズが 

渋谷店にてイベント決定！！ 
今年リリースされたセカンド・アルバム「パラ」も大絶賛されたフレンドリー・ファイアーズが渋谷店にやって来る！ 

サマーソニック 2011 での来日も決定している彼らの写真撮影会＆サインお渡し会が決定！！ 

【日時】8/11（木） 18 時 30 分スタート 

【場所】渋谷店 3Ｆ 

【内容】写真撮影会+サインお渡し会 

【参加方法】7/23(土）より渋谷店、新宿店にて対象商品をお買い上げの方に先着で、 

「撮影会+サインお渡し会参加券」を差し上げます。 
※撮影用のカメラ、携帯電話はお客様に持参いただき、お 1 人様 1 枚の撮影となります。 

◆詳しくはコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/80498 

 

  

 

LOSTAGE「CONTECXT」コーナー、 

パネル展示模様 （2F フロア） 
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NEW！【SM☆SH】「Bounce★up」発売記念！ パネル展 開催中！ 

渋谷店では、発売中の 4th Single「Bounce ★ up」の発売を記念して、SM☆SH x TOWER RECORDS のコラボ・ポスタ

ー「NO SM☆SH, NO LIFE？撮影時の未発表写真によるパネル展を開催中！ 

初公開なる写真ばかりです!!ファンの皆様のご来店をお待ちしております! 

【展示期間】8/2（火）～8/7（日） 【展示場所】渋谷店 5F エレベーターホール 

◆詳細はコチラ  http://tower.jp/blog/shibuya/entries/80813 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【Secret】日本デビュー記念 Secret Room × TOWER RECORDS SHIBUYA 開催中！ 

日本デビュー・シングル「Madonna」の発売を記念して、渋谷店に Secret Room が登場！ 

さらに！Secret メッセージ BOX も設置！！「Secret Room × TOWER RECORDS SHIBUYA」開催期間中、Secret へ

のメッセージ BOX を設置いたします。日本デビューを果たした Secret メンバーへのお祝いコメント、応援メッセージな

どをご記入の上、投函してください！次回来日タイミングに責任を持ってメンバーにお渡しさせていただきます！ 

【開催期間】8/2（火）～8/8（月）21 時まで 【開催場所】渋谷店１F ラウンジ・スペース 

【開催内容】衣装展示(「Madonna」MV 撮影時着用衣装)/パネル展（渋谷店でしか見られない写真もあります。）/ 

直筆サイン入りタワレコ・エプロン展示/渋谷店へご来店の皆様へのメッセージ  

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/80795 

 

 

 

 

 

 

＜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 

8/3（水） 11:30 DIR EN GREY 出演：京 サイン会 

8/3（水） 

①16：00 

②17：45     

③19：30 
スマイレージ ミニライブ＆握手会 

8/5（金） 19:00 下御領瑶(しもごりょう よう） ミニライブ＆サイン会 

8/6（土） 
①13：00     

②16：30 HANGRY&ANGRY-ｆ 
ミニライブ＆トーク＆ 

サインプレゼン 
8/6（土） 15:00 中島ノブユキ ミニライブ＆サイン会 

8/6（土） 15:00 
書籍「ドントパスミーバイ」刊行記念イベント   

出演：根本敬、湯浅学  トーク＆抽選会＆サイン会 

8/6（土） 19:00 

「JACKSON～マイケル・ジャクソンと踊った 

唯一の日本人ダンサーの物語」刊行記念イベント 

出演：ユーコ・スミダ・ジャクソン 
トーク＆サイン会 

8/7（日） 15:00 Yucca ミニライブ＆サイン会 

8/9（火） 19:00 DECO*27  ミニライブ＆握手会 

 

※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。 
 

SM☆SH「Bounce★up」コーナー、 

パネル展示模様 （5F フロア） 

Secreat Room × TOWER 

RECORDS SHIBUYA 

 

（1F ラウンジ・スペース） 

■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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