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“大阪ミナミは難波で『聴きだおれ！』”  
タワーレコード難波店 本日リニューアルオープン！ 

 

須藤寿（髭）出演！FM802 presents「RADIO∞INFINITY」1/26 公開収録 
『Three Tides Tatoo』NAMI a.k.a.彫浪描き下ろしポスター 本日より掲出 
1/24「SAKAI MEETING」に SABOTEN 、loco”masayuki”frank 追加出演 

リニューアル記念 インストアイベント続々決定！ 

タワーレコード株式会社（本店所在地：東京都渋谷区 代表取締役社長：嶺脇 育夫 以下タワーレコード）では、
本日、タワーレコード難波店をリニューアルオープンいたしました。この度、このリニューアルを記念した様々な記念施
策が決定、ならびに追加の情報を発表いたします。 

 
■FM802「RADIO∞INFINITY」公開収録決定 
FM802 で人気の番組「RADIO∞INFINITY」を、タワーレコード難波店イベントスペースにて 1 月 26 日（日）に公開収録
することも決定しました。当日は、番組 DJ の飯室大吾とゲストに須藤寿（髭）を迎え、トークイベント（観覧自由）を実施
します。 
 
■リニューアル記念コラボポスター決定、「リニューアル記念大抽選会」開催 
本日よりタワーレコード難波店にて掲出するスペシャルコラボ・ポスターは、PIZZA OF DEATH などとのコラボレーショ
ンで知られる『Three Tides Tattoo』のアーティスト、NAMI a.k.a.彫浪が、タワーレコード難波店をイメージし描き下ろし
たデザインで、同店でしか見られない貴重なポスターです。また、1 月 24 日（金）～1 月 26 日（日）の期間、同店にて
開催する「リニューアル記念大抽選会」にて、同デザインを使用した缶バッチを抽選で差し上げます。 
 
■リニューアル記念スペシャルイベントにloco”masayuki”frankも追加出演決定 
そして、先にお知らせした 1 月 24 日（金）に開催する『「SAKAI MEETING」presents スペシャルイベント“タワレコ 難波
も盛り上げたるで！”』に SABOTEN と loco”masayuki”frank の追加出演も決定し、同店のリニューアルオープンを盛
り上げていただきます。また、今回のリニューアルで新たに新設したイベントスペースにて、インストアライブも続々決定
しています。（詳細次頁をご参照ください） 
 

また、リニューアルを記念した「メンバーズポイント12倍」をはじめ、「全品ポイント12倍」や「リニューアル記念大抽選
会」などお得なキャンペーンも本日より順次実施します。 

 
タワーレコード難波店では、“大阪ミナミは難波で『聴きだおれ！』”をテーマに、各ジャンルの専門バイヤーがセレク

トした幅広い品揃えを各コーナーにて提案し、新譜・最新の話題盤から名盤商品の品揃えを充実させ、音楽の魅力や
新たな音楽との出会いをより多くのお客様にお届けしていきます。 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/26（日）FM802「RADIO∞INFINITY」 

公開収録に出演 

左から DJ：飯室大吾、須藤寿（髭） 
■本件に関するお問合せ先■  

タワーレコード難波店リニューアル記念  

スペシャルコラボ・ポスター 
タワーレコード株式会社 広報室 担当：谷河（やがわ）、高橋、松本、伊早坂  

TEL  03-4332-0705   E-mail   press@tower.co.jp 
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■ FM802 presents「RADIO∞INFINITY」公開収録 ■ 
 
日時：1 月 26 日（日）16:00 スタート 
出演：DJ：飯室大吾 ゲスト：須藤寿（髭） 
内容：トークイベント 
会場：タワーレコード難波店イベントスペース 
参加方法：観覧自由 

FN802「RADIO∞INFINITY」 
毎週木曜日 24:00-27:00 放送 
http://funky802.com/infinity/ 
 

 
■ タワーレコード難波店 スペシャルコラボ・ポスター ■ 

 
NAMI a.k.a 彫浪･･･Tattoo と鋼鉄音楽の為に人生を捧げている True 
Metal Tattooer。彼の指に刻まれている「HEAVYMETAL」の魔法の 10
文字は伊達ではない。 
 
 
 

 
 
 
 

■ タワーレコード難波店 リニューアル記念イベント ■ 
「SAKAI MEETING」presentsスペシャルイベント“タワレコ 難波も盛り上げたるで！” 

開催日時：1 月 24 日（金）19：00 スタート 
出   演：GOOD4NOTHING/THE CHINA WIFE MOTORS/SABOTEN(追加決定)/loco”masayuki”frank(追加決定) 
内容：トークイベント 
会   場：タワーレコード難波店５F イベントスペース 
参加方法：観覧自由 
※イベント模様は、インターネットラジオ番組 SORA×NIWA UMEDA「SAKAI MEETING presents RADIO MEETING」
（パソコン/スマートフォン）にてご覧いただけます 「SAKAI MEETING」HP http://sakaimeeting.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

タワーレコード難波店 インストアイベント 

・1 月 25 日（土）18:00～ 広島 MAPLE★S 

・1 月 31 日（金）21：00～ 松田一志マンスリー・イベント 

・2 月 1 日（土）13：00～ グランジ 

・2 月 1 日（土）15：00～ 四星球 

・2 月 1 日（土）19：00～ コロボックルズ 

・2 月 2 日（日）16：30～ fugacity 

・2 月 2 日（日）19：00～ Small Boys 

・2 月 7 日（金）20：00～ ギルド 

・2 月 8 日（土）14：00/17：00 くりかまき 

・2 月 9 日（日）13：00～ Anli Pollicino 

・2 月 9 日（日）16：30～ 外道 

※イベント詳細 タワーレコード難波店 HP  http://tower.jp/store/kinki/Namba 

タワーレコード難波店リニューアル記念  

スペシャルコラボ・ポスター 

須藤寿（髭） DJ：飯室大吾 

NAMI a.k.a 彫浪 

THE CHINA WIFE MOTORS GOOD4NOTHING 
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■ タワーレコード難波店 リニューアル記念キャンペーン 概要 ■ 

【第 1 弾】 

「メンバーズポイント 12 倍」 

期間：2014 年 1 月 21 日（火）～1 月 23 日（木） 

内容：期間中、タワーレコード・メンバーズの方、タワーレコードベースポイントのポイントが 12 倍に！※１ 

 

【第 2 弾】 

① 「全品ポイント 12 倍」 

期間 2014 年 1 月 24 日(金)～1 月 26 日(日) 

内容：期間中、CD や DVD など全品タワーレコードベースポイントのポイントが 12 倍に！※１ 

 

② 「リニューアル記念大抽選会」 

期間：2014 年 1 月 24 日(金)～1 月 26 日（日) 

内容：期間中、3,000 円（税込）以上お買上げで 1,000 円お値引券や豪華グッズなどが当たるハズレなしの大抽選会

開催！ 

 

※１ タワーレコードのポイント倍率表記が変更になりました。ポイント還元率に変更はございません。 

タワーレコード店舗ポイントサービス詳細 http://tower.jp/store/ptinfo1312 

 

 

 

 

■ タワーレコード難波店 店舗概要 ■ 

店舗名：タワーレコード難波店 

住所：〒542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前 12-22 難波センタービル 5F・6F 

電話：06-6645-5521 

リニューアルオープン日： 2014年1月21日（火） 

営業時間： 11:00開店 23:00閉店  

年間休日：不定休 

タワーレコード難波店 HP： http://tower.jp/store/kinki/Namba  
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