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     2012 年 10 月 30 日

タワーレコード株式会社

タワーレコード渋谷店 8F 催事スペース「SpaceHACHIKAI」オープンと 

THE YELLOW MONKEY デビュー20 周年を記念して開催される 

TOWER RECORDS SHIBUYA×THE YELLOW MONKEY コラボレーション企画 

“タワモン”会場内トークイベント、コラボグッズ発表！ 

  タワーレコードでは、2012 年 11 月 23 日（金・祝）から 12 月 16 日（日）の期間、タワーレコード渋谷店のリニューアル

オープンとあわせて 8F にオープンする催事スペース「SpaceHACHIKAI」にて、「SpaceHACHIKAI」オープンと THE 

YELLOW MONKEY のデビュー20 周年を記念して開催される TOWER RECORDS SHIBUYA×THE YELLOW 

MONKEY コラボレーション企画 “タワモン”の会場内トークイベントおよび、コラボレーショングッズが決定しました。 

 

 

 ■会場イベントにはメンバーの菊地英昭氏や広瀬洋一氏も登場！ 

会場にて行われるイベント（ご観覧いただくには、チケットとは別に入場整理券が必要）には、THE YELLOW MONKEY

のギタリストで、現在は brainchild's として活動している菊地英昭氏や、同じく THE YELLOW MONKEY のベーシストで、

現在は TYO のメンバーとして活動している広瀬洋一氏をはじめ、映像ディレクターの高橋栄樹氏、写真家の有賀幹夫

氏など、THE YELLOW MONKEY と縁のある人々が出演しトークを行います。 

 

 ■会場内ミニシアターでは、12 月発売の LIVE DVD「RED TAPE“NAKED”」の先行上映など貴重映像を上映！ 

会場内のミニシアターでは、12 月 3 日（月）に発売となる LIVE DVD「RED TAPE“NAKED”」の先行上映のほか、貴重映

像の上映が行われます。 

 

 ■タワレコ×イエローモンキー コラボレーショングッズが登場！ 

デビュー20 周年を記念して作成された T-シャツやハンドタオルなど、タワーレコードと THE YELLOW MONKEY の“タワ

モン”コラボレーショングッズも登場。 
 

   

 TOWER RECORDS SHIBUYA×THE YELLOW MONKEY 
コラボレーション企画“タワモン”詳細  

  
 開催期間：2012 年 11 月 23 日（金・祝）～12 月 16 日（日） 
 開催場所：タワーレコード渋谷店 8F「SpaceHACHIKAI」 
 入 場 料：500 円（税込） 
 チ ケ ッ ト：10 月 30 日（火）より、タワーレコード渋谷店にて発売 
 ※来場者の方には、入場時に特製ポストカードをプレゼント！ 
 内   容：衣装、楽器、ポスター、小物等展示、貴重映像の上 
        映、グッズ販売（※）、イベント（※） 
 ※グッズ、イベントについては、2 ページ目を参照ください。 
 

 

                                                                THE YELLOW MONKEY 

 

 

 

 

 

■ご取材ならびにこの件に関するお問い合せ先■ 

タワーレコード株式会社 広報室谷河（やがわ）、伊早坂、松本、高橋  

TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp 
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 “タワモン”会場イベント詳細  
  

 ■高橋栄樹（映像ディレクター）トークイベント 

 開催日時：2012 年 11 月 25 日（日） 15 時～ 

 開催場所：タワーレコード渋谷店 8F「SpaceHACHIKAI」 

 入場方法：イベント開催当日朝 10 時より、タワーレコード渋谷店にて入場整理券を配布します。 

 内   容：THE YELLOW MONKEY の数々のＭＶ「SPARK」「楽園」「BURN」「バラ色の日々」等や 97 年発売の 

        LIVE DVD「RED TAPE」、「FIX THE SICKS」のツアーの映像などを手掛けた高橋栄樹氏を迎え、MV 

        やツアー映像の制作秘話などを伺います。 

お話の聞き役は、12 月 3 日に発売される DVD ＲＥＤ ＴＡＰＥ “ＮＡＫＥＤ” BONUS DISC を高橋栄樹 

氏と一緒に作っている、制作プロデューサーの福井亜希子さんがつとめます。 
 

 ■有賀幹夫（写真家）トークイベント 

 開催日時：2012 年 12 月 2 日（日） 15 時～ 

 開催場所：タワーレコード渋谷店 8F「SpaceHACHIKAI」 

 入場方法：イベント開催当日朝 10 時より、タワーレコード渋谷店にて入場整理券を配布します。 

 内   容：94 年から THE YELLOW MONKEY に関わり、現在も各人のソロワークを撮影し続け、メンバーから最も 

       信頼されているカメラマンの有賀幹夫氏にお話を伺います。 

96 年発表の「SICKS」のアルバムジャケットや、ツアー写真集「TRUE MIND」の撮影時のエピソードなど、 

THE YELLOW MONKEY の大ファンでもあるタワーレコード渋谷店副店長の勝原勉氏が聞き役をつと 

めます。“タワモン”の展示写真の多くも有賀氏の手によるものです。 
 

 ■菊地英昭（brainchild's） × 秋野温（鶴） トークイベント 

 開催日時：2012 年 12 月 3 日（月） 19 時～ 

 開催場所：タワーレコード渋谷店 8F「SpaceHACHIKAI」 

 入場方法：イベント開催当日朝 10 時より、タワーレコード渋谷店にて入場整理券を配布します。 

 内   容：THE YELLOW MONKEY のギタリスト“EMMA”こと菊地英昭氏と鶴のボーカリスト秋野温氏の対談です。 

        秋野氏は THE YELLOW MONKEY のファンであることを公言し、菊地氏の現在のプロジェクト 

“brainchild’s”にも深くかかわっていたりと、面白い対談になること必至です。 
 

 ■広瀬洋一（TYO） × 宗清裕之（日本クラウン シニアプロデューサー）トークイベント 

 開催日時：2012 年 12 月 9 日（日） 15 時～ 

 開催場所：タワーレコード渋谷店 8F「SpaceHACHIKAI」 

 入場方法：イベント開催当日朝 10 時より、タワーレコード渋谷店にて入場整理券を配布します。 

 内   容：THE YELLOW MONKEY のベーシスト“HEESEY”こと広瀬洋一氏と、デビュー時のコロムビアレコード 

TRIAD レーベル制作ディレクター宗清裕之氏の対談です。 

デビュー時のことを良く知る、元「音楽と人」編集長の結城雅美さんが聞き役をつとめるこの対談では、 

20 年前の数々のエピソードを知ることが出来るでしょう。 
 

 ※入場整理券はお一人様につき 1 枚の配布となります。 

 ※入場整理券は数に限りがございます。配布次第終了となります。 

 ※配布開始時、多数のお客様が並んでいた場合は、抽選にて入場整理券の配布を行います。 

   その際、入場整理券の番号は、ご来店いただいた順番ではありませんのであらかじめご了承ください。 

 ※深夜、早朝からお並びいただく行為は、近隣の住民の方のご迷惑になりますのでご遠慮ください。 

   午前 9 時以降にお並びいただきますようお願いいたします。 
 

TOWER RECORDS ×THE YELLOW MONKEY “タワモン”コラボグッズ概要 

 

 ・T-シャツ 3 種類 デビュー20th 記念 T-シャツ他 

 ・卓上型ポストカードカレンダー 

 ・Romantist Taste 2012 ハンドタオル 

 ・クリアファイル 

 ・缶バッジ 
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【THE YELLOW MONKEY 商品情報】 

 

◆シングル  

「Romantist Taste 2012」 発売中 

初回生産限定盤 COCA-16672 価格：\1,050（税込） 

◆DVD  

「TRUE MIND “NAKED”」 発売中 

XT-3262～5 初回生産限定盤 DVD4 枚組＋特典 DVD1 枚 価格：￥10,500 

 「TRUE MIND “NAKED” -TOUR '96 “FOR SEASON”at 日本武道館-」 発売中 

COBA-6350~51（ＤＶＤ2 枚組） 価格：￥3,675  

 「TRUE MIND “NAKED” -TOUR '96 FOR SEASON “野性の証明” at NHK ホール-」 発売中 

COBA-6352~53（ＤＶＤ2 枚組）  価格：￥3,675 

 

「RED TAPE “NAKED”」  2012 年 12 月 3 日（月）発売 

XT-3270～73 初回生産限定盤 DVD4 枚組+特典盤 1 枚 価格：\10,500 

＜「RED TAPE“NAKED”」内容＞ 

・DVD：RED TAPE “NAKED” -ARENA TOUR ’97 “FIX THE SICKS” at 横浜アリーナ- （DVD2 枚組） 

・DVD：RED TAPE “NAKED” -TOUR ’97 ～紫の炎～ at 西宮スタジアム- （DVD2 枚組） 

・ボーナス DVD 付き  

・豪華フォトブック付き 

   

「RED TAPE “NAKED” -ARENA TOUR ’97 “FIX THE SICKS” at 横浜アリーナ-」 

発売日：2012 年 12 月 3 日（月） 品番：COBA-6387～88（ＤＶＤ2 枚組） 価格：\3,675 

  

「RED TAPE “NAKED” -TOUR ’97 ～紫の炎～ at 西宮スタジアム-」 

発売日：2012 年 12 月 3 日（月） 品番：COBA-6389～90（ＤＶＤ2 枚組） 価格：\3,675 

 

■THE YELLOW MONKEY - DEBUT 20TH – オフィシャル HP 

http://columbia.jp/theyellowmonkey/  

  

■Facebook 公式ページ  

「The Yellow Monkey –DEBUT 20TH- Nippon Columbia Official」  

https://www.facebook.com/columbia.yellowmonkey521  

  

■Twitter 公式アカウント  

https://twitter.com/yellowmonkey521  
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