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タワーレコード渋谷店 全面リニューアル 2 周年記念感謝企画
『LIVE LIVEFUL!!』10/15（水）より開催！ 

 
SOL(BIGBANG)ライブ DVD 初回限定復刻！ 

ZE RECORDS×FREE DISCO バイヤーズ・セレクト 3 タイトル渋谷店独占発売！ 
「マムアン×タワーレコード」コラボグッズ限定発売！ 

タワーレコード渋谷店では、リニューアル 2周年を記念し、タワーレコード渋谷店では、感謝の気持ちを込

めて『LIVE LIVEFUL!!』企画を 10 月 15 日（水）より開催いたします。 

 

このリニューアル 2周年を記念した企画では、日頃の感謝の気持ちを込めて 2周年限定商品やコラボレーシ

ョングッズの発売、同店オリジナル企画キャンペーンなど盛り沢山の企画を実施します。また、豪華イベン

“LIVE LIVEFUL!!フェスティバル”の開催も予定しています。［後日発表］ 

是非、タワーレコード渋谷店の『LIVE LIVEFUL!!』企画にご期待ください！ 

 

タワーレコード渋谷店 リニューアル 2 周年記念感謝企画『LIVE LIVEFUL!!』 

 

◆タワーレコード渋谷店リニューアル 2周年記念 コラボレーション企画 

①SOL(BIGBANG)ライブ DVD 初回限定復刻「SOL 1ST 2ND CONCERT ｜ HOT ｜ SOLAR ｜」 

11/19（水）渋谷店先行発売！ 

 

 

②ZE RECORDS × free disco バイヤーズ・セレクト3タイトル渋谷店独占！数量限定再発売！ 

 

 

 

 

 

 

 Casino Music 

「ジャングル・ラヴ」 
Cristina 

「クリスティーナ」 
JAMES WHITE&THE BLACKS 

「Off White」  

③タイ出身のアーティスト・タムくん描きおろし「マムアン×タワーレコード」コラボグッズ10/16発売！ 

 

 

 

 

 

 

 

 10 月 16 日（木）発売「マムアン×タワーレコード」コラボグッズ 

 
©ウィスット・ポンニミット／日本アニメーション 

◆渋谷店大型ビジョンにて、アーティストコメント放映！ 

渋谷店2周年を記念して、沢山のアーティストの皆様よりいただいたお祝いコメントを店頭の大ビジョンにて

放映します。10-FEET、サンボマスター、氣志團、[Alexandros]他、渋谷店でしか見ることが出来ない豪華ア

ーティストのお祝いコメントを続々放映します！ ［放映期間：11月15日（土）～11月24日（月）］ 

 

◆キャンペーン＆店頭抽選会開催！  

期間中、タワーレコード渋谷店でお買い物をされたお客様を対象に、お得なキャンペーンや店頭抽選会を開催

します。お得なこの機会を是非ご利用ください！ 
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◆タワーレコード渋谷店リニューアル 2周年記念 コラボレーション企画◆ 

 

①SOL(BIGBANG)ライブ DVD「SOL 1ST 2ND CONCERT ｜ HOT ｜ SOLAR ｜」初回限定復刻リリース決定！ 

日本ソロアルバム「RISE[+SOLAR&HOT]」のリリースや、SOL JAPAN TOUR "RISE" 2014、全 6都市 13 公演ソロ

ツアーの開催などソロ活動でも注目を集める BIGBANG メインボーカルの SOL(ソル)。 

2008 年に韓国で行われた 1st LIVE 「HOT」と 2010 年の 2nd TOUR「SOLAR」のソロコンサートとメイキング映

像を収録した DVD3 枚組。また、ライブ映像の他にオフショット満載の写真集（40 ページ）や、日本のみのオ

リジナル特典ステッカー付いた豪華 DVD セットを、タワーレコード渋谷店リニューアル 2周年を記念して復刻

先行発売いたします。 

【タイトル】初回限定プレス「SOL 1ST 2ND CONCERT ｜ HOT ｜ SOLAR ｜」 

【タワーレコード渋谷店先行発売日】11月 19 日（水）［入荷日 11月 18 日（火）］ 

【一般発売日】11 月 26 日（火） 

【品番】PROP-3033/5【価格】￥5.000+税 

【仕様】DVD3 枚組＋写真集(40P)、 

日本オリジナル特典ステッカー封入予定（絵柄未定） 

 

 

 

②ZE RECORDS×free disco バイヤーズ・セレクト 3タイトル渋谷店独占！数量限定再発売！  

渋谷店 5F 洋楽 ROCK/POPS のフロア・テーマ<DISCOVERY>にかけて、ニューウェイヴ・ディスコの名（迷）作 3

タイトルを渋谷店独占で再プレスが決定しました！ 

ポスト・パンクの混沌とニューウェイヴの勃興に揺れる、80 年代前半の NY アンダーグラウンド・シーンを彩

った名門 ZE レコード。パンク、ディスコ、ジャズ、ワールド・ミュージックほか、様々な音楽ジャンルをブ

チ込んで怪しいチャンプルーにしたような ZE のカタログの多くは現在、残念ながら生産中止になっており入

手困難な状況。 

 

そこで渋谷店にて先行展開しているグルーヴィー＆ロッキンなフリー・スタイル・ダンス音楽企画<free disco>

の一環として、バイヤーズ・セレクトの 3タイトル、中古市場ではプレミア価格も付いているトロピカル・デ

ィスコの秘宝 CASINO MUSIC の『ジャングル・ラヴ』、IQ165 の才媛 CRISTINA によるエロカワなロリータ・ディスコ『ク

リスティーナ』、チンピラ・ジャズ・パンクのダンサブルな傑作 JAMES WHITE&THE BLACKS の『オフ・ホワイト』を、渋谷

店独占、数量限定で再プレス！ 

 

タワーレコード渋谷店数量限定発売 3タイトル 

■Casino Music「ジャングル・ラヴ」 

【発売日】10 月 28 日（火）発売 【価格】\2,400＋税 

■Cristina「クリスティーナ」 

【発売日】11 月 11 日（火）発売 【価格】\2,400＋税 

■JAMES WHITE&THE BLACKS「Off White」 

【発売日】11 月 25 日（火）発売 【価格】\2,400＋税 

 

 

 

 

 

 

 

 
Casino Music 

「ジャングル・ラヴ」 
Cristina 

「クリスティーナ」 

JAMES WHITE&THE BLACKS 

「Off White」 
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③タイ出身のアーティスト・タムくん描きおろし「マムアン×タワーレコード」コラボグッズ発売！ 

タイ王国出身のアーティスト、ウィスット・ポンニミット（通称タムくん）が描くキャラクター、マムアンち

ゃんとタワーレコードとのコラボグッズを、タワーレコード渋谷店にて10月16日（木）より発売します。今回、

タムくんが描きおろしたイラストは、マムアンちゃんとマナオたちがとってもキュートに、タワーレコード渋

谷店の前をお散歩している様子が描かれています。この貴重なコラボグッズを、ぜひこの機会にゲットしてく

ださい。 
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 ラグラン Tシャツ ジップパーカー表/裏 LADY'S T シャツ MENS T シャツ 

 

 

 

 

 

 マグカップ 
ハンドタオル ランチバック  

iPhone6 クリアケース 
 

 

A4 クリアファイル 

 

 

 

 

缶バッジセット  ブックカバー ステッカーシート 

 ©ウィスット・ポンニミット／日本アニメーション 

■「マムアン×タワーレコード」コラボグッズ概要 

・ラグランTシャツ（ヴィンテージヘザー・ヴィンテージヘザーネイビー/サイズ：S、M、L、XL）\3,500＋税 

・LADY'S Tシャツ（ホワイト/ S、M、L）\3,500＋税  

・MENS Tシャツ（インディゴ/S、M、L、XL）\3,000＋税  

・ジップパーカー（ミックスグレー/S、M、 L、XL）\4,000＋税  

・ハンドタオル（230ｍｍ×230ｍｍ）\500＋税  

・ランチバック（幅：370mm 高さ：210mm 奥行:170mm）\1,500＋税  

・マグカップ\1,500＋税 

・iPhone6 クリアケース (4.7インチ用/W90mm ×H126mm × D9mm)\2,000＋税 

・ブックカバー（W320×H160mm）\700 ＋税  

・A4クリアファイル\300＋税 

・ステッカーシート（W140×H80mm）\400＋税  

・缶バッジセット（直径40ｍｍ）\600＋税  

【発売日】10月16日（木） 

【取扱い】タワーレコード渋谷店 

■ウィスット・ポンニミット（通称タムくん）･･･1976年タイ生まれの漫画家、アーティスト、ミュージシャ

ン。日本とタイを中心に活躍し、新たなポップカルチャーを生み出している。 

 



 

◆渋谷店大型ビジョンにて、アーティストコメント放映！◆ 

渋谷店2周年を記念して、沢山のアーティストの皆様よりいただいたお祝いコメントを店頭の大ビジョンにて

放映します。10-FEET、サンボマスター、氣志團、[Alexandros]他、渋谷店でしか見ることが出来ない豪華ア

ーティストのお祝いコメントを続々放映します！  

【放映期間】11月15日（土）～11月24日（月） 

【放映場所】タワーレコード渋谷店 1F入口 大型ビジョン 

 

 

 

 

◆キャンペーン＆店頭抽選会開催！◆ 

期間中タワーレコード渋谷店でお買い物をされたお客様を対象に、お得なキャンペーンや店頭抽選会を開催し

ます。お得なこの機会を是非ご利用ください。 

 

■キャンペーン 

渋谷店では、リニューアル2周年を記念してオールジャンルの旧作商品の在庫を大量投下！お求めやすい価格

で提供します！ 

・「アナログ＆アナログアクセ全品ポイント単品 10 倍＆5枚でポイント 15 倍」 

・「ヘッドフォン・イヤフォンポイント 10 倍」 

［期間：10月 15 日（水）～11 月 3日（月）］ 

 

・「カタログ商品大量投下！CD&DVD3 点以上ご購入でポイント 12 倍&5 枚で 15 倍」 

［期間：①10 月 17 日（金）～10 月 19 日（日）②10 月 31 日（金）～11 月 3日（月）］ 

 

 

■2 周年記念店頭大抽選会［期間：11月 15 日（土）～11 月 24 日（月）］ 

期間中、渋谷店でお買い物をされたお客様を対象に、豪華景品が当たるハズレなしの大抽選会を実施いたしま

す。詳細は後日発表！お楽しみに！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）、伊早坂、松本 

 TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp 
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