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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今年で 15 周年を迎えることを記念して 

「MORE MUSIC, MORE TOWER！CAMPAIGN」と題し、いま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ウィークリー情報（8/4-8/10） 
 

渋谷店で開催が決定したキャンペーン 
 

 

         

 

 

【渋谷店×腐男塾×中野腐女シスターズ マンスリーコラボ企画第 6 弾！】 

今回のコラボグッズは音楽好きにはたまらない！「NO MUSIC NO LI 腐ＣＤケース」 

腐男塾スペシャルライヴ入場券付で￥2,000（税込）！渋谷店限定販売となっております！！ 

（販売期間 2010/8/1（日）～8/31(火)まで） 
 

腐男塾スペシャルライヴ 

<日時>8/23（月）19：00 スタート <場所>タワーレコード渋谷店B1「STAGE ONE」 

※今回、スケジュールの都合により武器屋桃太郎は欠席となります。 

イベントの注意事項など、詳細はコチラ http://tower.jp/store/event/2651 

 

 

【8/3(火)入荷！タワレコ限定！NICKELBACK シングル！】 

SUMMERSONIC 2010 に来日し、世界を代表する ROCK モンスターバンド、 

NICKELBACK のシングル 「THIS AFTERNOON」 がタワーレコード限定で入荷！ 

 

2008 年 11 月に発売され、現時点全世界で 400 万枚以上のセールを記録している 

アルバム『Dark Horse』からの最新シングル楽曲「THIS AFTERNOON」がラジオを中心に 

大きな支持を集め、新たな大ヒット・シングルとなりつつあります！ 

この「THIS AFTERNOON」の Single Edit Ver.を収録したシングルを、 

来日記念盤＆入門編として 495 円でタワーレコード限定販売！ 

プレス数も限定のためお早めにどうぞ～！！！ 

 

そして・・・！！！！国内盤旧譜対象商品と併せて購入し、応募していただくと、 

応募抽選でラスベガスにて行われるニッケルバックのシークレット LIVE 招待（航空券+ホテル+招待券）を 2 名様、 

さらに 15 名様にオリジナル・グッズをプレゼント!! 

詳しくはこちら！http://tower.jp/article/feature_item/67872/ 

 

【「RIP SLYME GOOD TIMES 10YEARS なのだ!!」衣装＆パネル展開催中！！】 

「NO RIP,NO LIFE」渋谷店限定オリジナルヴィジュアルポスター撮影時に 

着用した着物を展示！（SU&ILMARI のお二人分になります。） 

 

さらに、RIP SLYME の１０年間を振り返るアーティスト写真パネルを展示！ 

開催期間：8/3（火）10：00～8/9（月）21：00 

場所   ：タワーレコード渋谷店１Ｆ 
 

 

 

 

 1

NICKELBACK 「THIS AFTERNOON」 

ジャケット 

左から 「RIP  SLYME GOOD TIMES 10YEARS なのだ!!」 

パネル展、衣装展示、 

渋谷店限定オリジナルヴィジュアルポスター 

◆【渋谷店×腐男塾×中野腐女シスターズ マンスリーコラボ企画第 6 弾！】 

◆【8/3(火)入荷！タワレコ限定！NICKELBACK シングル！】 

◆【「RIP SLYME GOOD TIMES 10YEARS なのだ!!」衣装＆パネル展開催中！！】
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渋谷店 今週の大展開＆イチオシ 渋レコメントカード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今週 渋谷店で開催中のキャンペーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★渋谷店 8 月の SPECIAL DAYS！･･･ 

第 1 弾：渋谷店オリジナル・タオルプレゼント！ 

8/10（火）より、ポイントカードを新しく発行された方、 

先着 10,000 名さまに渋谷店 15 周年デザインタオルプレゼント！ 

 

第 2 弾：ハズレなしの大抽選会開催！ 

8/21（土）～29（日）まで、￥3,000（税込）以上のお買い上げで＜タワーレコード・ギフトカード＞や 

＜NO MUSIC, NO LIFE？ポスター＞や＜T シャツ＞など豪華賞品が当たる！ 

 

★タワーレコード・ギフトカード・プレゼント・キャンペーン･･･12 月までの毎月 15 日は、 

5,000 円（税込）お買い上げごとにタワーレコード・ギフトカード 500 円プレゼント！ 

 

★モバイル会員限定 ポイント 3 倍 DAY･･･ 

12 月までの毎月 25 日は、タワーレコードモバイル会員限定ポイント 3 倍キャンペーン！ 

 

 

 

 

 

左から RIP SLYME、THE PREDATORS 渋レコメントカード 左から 杉ちゃん&鉄平 クラシック侍、STEVIE WONDER コーナー 

今週の渋谷店 15 周年情報 

＜K-POP＞ 

◆IRIS ミニ展示開催中！（終了日未定） 

◆CNBLUE 写真パネル展示中！ 

◆ジョンフン直筆サイン入りポラロイド展示中！ 

◆ZE:A ポラロイド展示中！ 

◆東方神起 輸入盤 DVD キャンペーン開催・直筆サイン入りポラロイド展示中！   

◆ユン・サンヒョン直筆サイン 展示中！ 

◆東方神起ガチャガチャ「ミニチュア CD コレクションⅡ」 設置中！（終了日未定） 

◆FTIsland 「Five Treasure 展」 開催中！（終了日未定） 

◆渋谷店限定！4Minute パネル展 開催中！（終了日未定） 

 

＜J-POP、展示イベント＞ 

◆AKB48 特大パネル&生サイン！ 展示中！ 

◆渋谷店 15 周年記念！ 歴史ポラロイド展示中！  

◆映画「BANDAGE」DVD 発売記念！ナツ（赤西 仁）使用アコーステック・ギター特別展示中！                 

◆渋谷店 15 周年記念！人気ロックバンド rice 書き下ろしシングル「煌々」8/4(水)渋谷店限定発売！ 

◆渋谷店 15 周年記念イベント！8/21（土）「スペシャル論論ブーツ」ロンドンブーツ 1 号 2 号インストア・イベント決定！

◆タワレコ渋谷 meetsLM.C☆ LM.C がタワレコ渋谷をジャック！8/8（日）まで 

◆オールディーズファンの皆様に朗報！渋谷店×ace レーベルキャンペーン 8/14（土）～8/29（日）開催！ 
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＜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 

8/4（水） 18:00 東京女子流 ミニライブ＆握手会 

8/5（木） 19:00 オリアンティ トーク＆握手会 

8/5（木） 19:00 タルカス＆プログレを語る 

出演：吉松隆（作曲家）、荒井英治 

（東京フィルハーモニー交響楽団 ソロ・コンサートマスター） 

ミニライブ＆サイン会 

8/5（木） 19:30 シアターブルック ミニライブ 

8/6（金） 17:30 デトロイト・メタル・シティ 

サイン：若杉公徳、ミニライブ：冠 徹弥、カジヒデキ 

ミニライブ＆サイン会 

8/6（金） 19:00 3OH!3 ミニライブ＆サイン会 

8/7（土） 15:00 高橋多佳子 ミニライブ＆サイン会 

8/7（土） 19:00 rice ミニライブ＆握手会 

8/8（日） 12:00 sleepy.ab   ミニライブ 

8/8（日） 14:00 青木琴美×高垣麗子（AneCan 専属モデル） トーク 

8/8（日） 18:00 戸松遥 ミニライブ 

8/10（火） 19:30 EGNISH＆Smash up ミニライブ 

 
※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。 

 

 

 

 

■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 

 3


