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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。 

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（2/23-3/1） 

 
渋谷店で開催が決定したキャンペーン 

 

NEW！【 J-POP】桑田佳祐 NEWアルバム「MUSICMAN」発売記念！  

抽選会開催＆メッセージボード設置！！ 
いよいよ発売です！桑田佳祐 8 年ぶりとなるオリジナルアルバム「MUSICMAN」発売を記念して、渋谷店では抽選会開催

中！2/22（火）～2/27（日）の期間、渋谷店にてお買い上げの方に抽選券を配布！抽選会当日、抽選券を会場にお持ちい

ただくと豪華景品があたる抽選会にご参加頂けます！ 

さらに！渋谷店 1F にてメッセージボードを設置！8 年ぶりのニューアルバムへの感想や桑田さんへのメッセージなど 

みなさんの想いをぜひ書きにご来店ください！ 

【抽選会】日時 会場：2/23（水）・26（土）・27（日）   

10：00～20：00  渋谷店 1Ｆエントランス 20：00～23：00  渋谷店 1Ｆインフォメーションカウンター 

景品内容：A 賞：インナーイヤーヘッドホン サンクス賞：サンドライトペン ※どちらも桑田佳祐のオリジナル商品ではございません。 

【メッセージボード展示場所】渋谷店 1Ｆ 【展示期間】2/22（火）～3/8（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【 J-POP】aiko BESTアルバム「まとめ I」「まとめ II」発売記念！ パネル展開催中！！ 
デビュー13 年目(2011 年時)にして初のリリースとなる、aiko のベスト・アルバム「まとめ I」「まとめ II」の発売を記念して、 

渋谷店 1F〈ラウンジスペース〉にてパネル展を開催中！デビューから現在までのいろいろな写真とともに、タワレコならでは

のスペシャルな展示も！ 【展示場所】渋谷店 1Ｆ ラウンジスペース 【展示期間】2/22（火）～ 3/8（火）予定 
＊展示期間、内容は変更となる場合がございます。予めご了承下さい。 
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桑田佳祐 「MUSICMAN」発売記念 特設展示模様 （渋谷店エントランス） 

左から 桑田佳祐 「MUSICMAN」コーナー （2F/1F フロア）、メッセージボード模様（1F フロア） 

aiko『まとめ I』『まとめ II』 コーナー 

（1F フロア） 

aiko パネル展模様  

（1F ラウンジスペース） 



 

NEW！【 J-POP】仲井戸"CHABO"麗市 リスペクトアルバム「OK!!!C'MON CHABO!!!」発売記念！ 

最大のリスペクトを込めてインストアイベント・オリジナル特典・ライヴ招待・旧譜特典など 

ドカドカいきます！ 
偉大なギタリストにしてソングライター仲井戸“CHABO” 

麗市！古井戸～RC サクセション～麗蘭・CHABO BAND・ 

ソロと歩んだキャリアが生んだ素晴らしい結晶が、発起人・ 

寺岡呼人によるリスペクトアルバム「OK!!!C'MON CHABO!!!」！ 

 

チャボさん大好きな人も、参加アーティストのファンの人も、 

このアルバムを通じてつながっていくようなそんなフィーリング 

を感じつつタワーレコード渋谷店では、チャボさんへの最大の 

リスペクトを込めてこの祝祭をも・り・あ・げ・た・い、ということで 

色々なメニューをご用意しました！ 

 

★リスペクトその 1 インストアイベント開催！寺岡呼人+仲井戸“CHABO”麗市出演！ 

仲井戸“CHABO”麗市リスペクトアルバム「OK!!!C'MON CHABO!!!」発売記念トークイベント 

【日時】3/12（土）14:00～  

【場所】渋谷店 B1「STAGE ONE」 【出演】寺岡呼人+仲井戸“CHABO”麗市 

【参加方法】渋谷店・新宿店・池袋店が対象です。 

詳細はこちらをご覧ください⇒http://tower.jp/store/event/3532 

【イベント内容】 ⇒近日詳細発表！乞うご期待！ 

 

★リスペクトその 2 タワーレコードオリジナル特典！ 

タワレコ全店にて「OK!!!C'MON CHABO!!!」購入でポスターをプレゼント（先着デス！） 

 

★リスペクトその 3 抽選でライヴ＠ZEPP TOKYOにご招待！ 

3/5（土）ZEPP TOKYO にて開催の Yohito Teraoka Presents『OK!!!C'MON CHABO!!!』CHABO'S 60th Anniv.に抽選で 20 名

様をご招待！チケットは既にソールド・アウトにつきこれがラストチャンス！ 

【応募方法】タワーレコード全店にて「OK!!!C'MON CHABO!!!」購入の方に応募用 QR コードを差し上げます。 

【応募締め切り】2/28（月）10:00 

 

★リスペクトその 4 渋谷店限定!仲井戸“CHABO”麗市マスターピース・キャンペーン 

対象商品購入でなんと仲井戸“CHABO”麗市オフィシャルグッズをプレゼント！ 

リスペクトアルバムでチャボに触れた入門リスナーは勿論、 

ファンの方も聴き漏らしている作品を是非どうぞ！ 

とりあえず渋谷店へ GO！試聴機でじっくり迷ってください！ 

【期間】2/22（火）～特典終了まで 【特典】①GO!!60 ショルダーバッグ ②GO!!60 バッチ６個セット 

＊先着で①②のいずれかからお選びいただけます。【対象商品はコチラをチェック】http://tower.jp/blog/shibuya/entries/75526 

 

 

 

NEW！【 J-POP】ACIDMAN 新作DVD「scene of "ALMA" ～オオキノブオ チリ & ボリビア紀行～」 

発売記念！ パネル展＆パネルプレゼント抽選決定！ 

ACIDMAN 新作 DVD「scene of "ALMA" ～オオキノブオ チリ & ボリビア紀行～」のリリースを記念して、渋谷店 2Ｆにて 

パネル展開催中！また、「scene of "ALMA" ～オオキノブオ チリ & ボリビア紀行～」をご購入いただいた方の中から 

抽選で展示のパネルをプレゼント！ 

【展示期間】2/22（火）～3/7（月） 【展示場所】渋谷店 2Ｆ 【応募期間】2/22（火）～3/7（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から ACIDMAN 「scene of "ALMA" ～オオキノブオ チリ & ボリビア紀行～」 コーナー 

（2F フロア） 

仲井戸"CHABO"麗市 リスペクトアルバム 

「OK!!!C'MON CHABO!!!」コーナー （1F フロア） 
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NEW！【 J-POP】岩男潤子さん！今年もインストア･ミニライヴ渋谷 4Fにて行なっていただきます!! 
『新世紀エヴァンゲリヲン』の洞木ヒカリ役、『吉宗』の姫役、現在は『魔法少女まどか☆マギカ』の早乙女和子役などの声優

として不動の人気！そしてシンガーとしても現在、しっとりと聴かせるハートウォームなアーティストとしても好評の岩男潤子

さん！ 

ニューアルバム「for my friends, with my friends 」の発売を記念して、昨年に続き今年もインストア・ミニライヴを渋谷店 4F

にて行なっていただくことになりました！！ミニライヴの後は、サイン会も実施！ 

ファンの方はもちろん、ほっこりしたい方はぜひお越し下さい！！ 

<岩男潤子ニューアルバム「for my friends, with my friends 」リリース記念イベント> 

【アーティスト】岩男潤子 【日時】2/27(日)13：00～ 【場所】渋谷店 4Ｆイベントスペース 【内容】ミニライヴ＆サイン会 

 

 

 

NEW！【ROCK POP】BEADY EYE ニューアルバム「ディファレント・ギア、スティル・スピーディング」 

発売記念！ パネル展開催中！！ 
オアシスのリアム・ギャラガー(vo)新バンド“ビーディ・アイ”が遂に始動！  

BEADY EYE のニューアルバム『ディファレント・ギア、スティル・スピーディング」の発売を記念して、渋谷店 3F にてパネル展

開催中！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW！【 R&B/HIP HOP】祝復活！日本最大級のR&B/HIP HOPの祭典『Springroove 2011』！ 

渋谷店にて東京公演のチケット販売中！(先着特典ポスター) 
日本最大級の R&B/HIP HOP の祭典『Springroove』が 2 年ぶりに見事復活！ 

2006 年は SNOOP DOG、2007 年は Kanye West/Laurin Hill、2008 年は NE-YO、Rihanna、 

2009 年は TLC といったヘッドライナーを迎え、数々の伝説を生み出してきた BIG PARTY

『Springroove』が、2010 年のお休みを挟んで、このたび 4 月に見事復活！5 回目の記念開催と

なる今回も NELLY、FLO RIDA、KERI HILSON、MARK RONSON など続々と世界中から強力な

アーティストが一挙集結！ 

渋谷店では、復活開催を記念して『Springroove 2011』の東京公演チケット(9,500 円の 1 種のみ)

の販売を行ないますが 

ナントお買上げ先着 10 名様に、 

上記画像デザインのポスター(ポスターは無くなり次第終了とさせていただきます)を差し上げち

ゃいます！！ 

販売は渋谷店 4F レジにて、お早めにご購入くださいませ！ 

 

なお、渋谷店 4F では、『Springroove 2011』出演アーティスト関連の特集展開も近日開始予定！ 

スグ目前まで迫ったグルーヴィーで熱い春を迎える前に、CD 買って予習して、ライヴ当日も過激に熱く踊り狂いましょう♪ 

 

【『Springroove 2011』オフィシャル・サイト】http://www.springroove.com/11/ 

【東京公演開催日】4/2(土) 【会場】幕張メッセ 【OPEN/START】13:00 

【チケット】9,500 円(税込/全立見/＋1Drink 別 500 円) VIP チケット：15,000 円(税込/1Drink 付)  
※VIP チケット、および大阪公演のチケット販売はタワーレコード渋谷店での取り扱いはございません。 

  

 

 

 

 

 

左から BEADY EYE 『ディファレント・ギア、スティル・スピーディング』コーナー、パネル展模様 （3F フロア） 
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NEW！【 TOWER BOOKS】映画「GONZO」公開記念！ ハンター・Ｓ・トンプソン特設コーナー開催中！ 
ジョニー･デップが崇拝する GONZO=ハンター・Ｓ・トンプソンはご存知ですか？ 

映画「ラスベガスをやっつけろ」でジョ二―･デップが演じていた、あの”メチャクチャな親父”がハンタ

ー・Ｓ・トンプソンです。ハンター・Ｓ・トンプソン＝作家、ジャーナリストという肩書きをも超越したカウ

ンター･カルチャーのヒーローの実像に迫ったドキュメンタリー映画「GONZO」がついに公開！ 

映画「GONZO」http://gonzo-eiga.com 

 

TOWER BOOKS では、ハンター・Ｓ・トンプソン著書、関連本、DVD、CD などをあわせて特設コーナ

ーが開催中！是非映画の予習、復習にチェックしてください！！ 

 

 【ハンター・Ｓ・トンプソン a.k.a. GONZO とは？】60 年代後半に台頭したニュー･ジャーナリズムの旗手とし

て登場し、暴走族（!?）ヘルズ･エンジェルズ～ニクソン大統領まで、（度を越した!?）現場主義と超主観的なルポルタージュは新しい文学的

魅力を獲得した。ドラッグに暴言＆暴挙…常にトラブルメーカーでありながら世論を動かすメディアの寵児は GONZO(ならず者、イカレ野

郎)の愛称通りに波乱万丈の人生を貫いた。著書に「HELLS ANGELS」「FEAR AND FLOATING IN LAS VEGAS」など。 

 
<緊急告知> 

NEIGHBORHOOD と 40%からそれぞれ GONZO TEE が発売中！ 

タワーレコードでは渋谷店タワーブックス限定販売となります。 
（＊通販不可＊品切れの場合もございます） 

http://www.honeyee.com/news/movie/2011/002867/ 

 

 
twitter（ #gonzoeiga）にて 

映画「GONZO」情報をつぶやいていますのでチェックしてください！ 

http://twitter.com/TOWER_Books 

 

 
 

＜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 

2/23（水） 19:00 clear 
ニコニコ公開生放送 

（ミニライブ＆トーク） 
2/23（水） 19:30 TAHITI80 グザヴィエ・ボワイエ（vo.） トーク＆サイン会 

2/24（木） 19:30 
「×ゲーム」DVD 発売記念イベント  

出演：菊地あやか、仲川遙香（AKB48/渡り廊下走り隊 7） 
トーク＆抽選会 

＆じゃんけん大会 
2/25（金） 19:00 ［Champagne］  ミニライブ 

2/26（土） 14:00 玉置成実 ミニライブ＆握手会 

2/26（土） 18:00 クローバー・サクソフォン・クヮルテット ミニライブ＆サイン会 

2/26（土） 19:00 quasimode    ミニライブ 

2/27（日） 13:00 宏実 ミニライブ 

2/27（日） 13:00 岩男潤子 ミニライブ＆サイン会 

2/27（日） 18:00 LOCAL SOUND STYLE/aie 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。 

 

 

映画「GONZO」公開記念！ ハンター・Ｓ・トンプソン特設コーナー 

（7F フロア TOWER BOOKS） 

 

■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 
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