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 2011 年 4 月 27 日 

 

 

 
タワーレコード渋谷店ニュース 47 

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（4/27-5/3） 

 
渋谷店で開催が決定したキャンペーン！ 

◆詳しくはタワレコ渋谷店ブログへ http://tower.jp/blog/shibuya/ 

 

NEW！【 RAP】BEASTIE BOYSパネル＆お宝グッズ展示/抽選プレゼント！ 

4/30（土）スチャダラBose&ANI×レイザーラモンRGのトークイベントが決定！ 
【パネル展詳細】 

ビースティ･ボーイズの新旧アーティスト写真約 20 点を展示中！ 

ニューアルバム『ホット・ソース・コミッティー・パート 2』の国内盤、 

または 5/2(月)入荷の輸入盤をタワーレコード渋谷店にて 

ご購入の方に、店頭抽選で展示したパネルをプレゼント！ 

【期間】4/26（火）～5/1（日） 

【会場】タワーレコード渋谷店 1F・ラウンジスペース 

【抽選期間】4/26（火）～賞品がなくなり次第終了 
※展示終了後も、賞品の在庫がある場合抽選は継続します 

 

【お宝グッズ展詳細】 

ビースティ･ボーイズの歴代お宝グッズを約 20 点展示中！ 

ニューアルバム『ホット・ソース・コミッティー・パート 2』の国内盤、 

または 5/2(月)入荷の輸入盤をタワーレコード渋谷店にてご購入の方に、 

展示したお宝グッズの一部（8 種類 合計 66 名様）を店頭抽選でプレゼント！ 

【期間】4/26（火）～5/1（日） 【会場】タワーレコード渋谷店 1F・ラウンジスペース 

【抽選期間】4/26（火）～賞品がなくなり次第終了 
※展示終了後も、賞品の在庫がある場合抽選は継続します 

 

ビースティ･ボーイズ ニューアルバム発売記念＆結成 30 周年記念 トークイベント 

『レイザーラモン RG「ビースティ・ボーイズあるある」を渋谷店でチェ・チェッケラウ！ 

スチャダラパーの Bose と ANI も参戦、RG につっこんでメイク・サム・ノイズ！』 

【出演】レイザーラモン RG、Bose（スチャダラパー）、ANI（スチャダラパー） 

【日時】4/30（土）14 時スタート 

【会場】渋谷店 1F・ラウンジスペース 

【参加方法】観覧自由 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/77491 

 

NEW！【K-POP】少女時代 パネル展開催中！ 

K-POP シーンのトップ・ガールズ・グループ、少女時代。 

渋谷店では、ニュー・シングル「MR.TAXI / Run Devil Run」の 

発売を記念してパネル展を開催中！ 

【少女時代 ニュー・シングル 

「MR.TAXI / Run Devil Run」発売記念パネル展】 

最新アーティスト写真による大型パネルを展示中！ 

【展示場所】渋谷店 1F 

【展示期間】4/26（火）～5/1（日） 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/77526 

 

 

左から 少女時代コーナー、パネル展模様 

（1F フロア） 

ビースティ･ボーイズ展示模様 

（1F ラウンジスペース） 



 

NEW！【K-POP】SM☆SH 3rd Single 「Do It Do It！」発売記念展示 開催中！ 

K-POP シーンで話題沸騰!人気急上昇中の 5 人組ボーイズ・グループ、SM☆SH。 

渋谷店では、3rd Single 発売を記念しての展示が決定！期間限定で渋谷店エントランスに巨大 SM☆SH も登場！ 

  

【SM☆SH 巨大看板】 

渋谷店エントランスに、渋谷店のために撮りおろした 

SM☆SH x TOWER RECORDS SHIBUYA のスペシャルな写真による 

巨大看板が登場！ 

期間：4/26（火）～5/1（日） 

場所：渋谷店エントランス 

 

【パネル＆衣装展】 

メンバー着用衣装＆写真パネルも登場！ 

衣装展示：SM☆SH 3rd Single「Do It Do It！」ジャケット着用衣装を展示中 

期間：4/26（火）～5/1（日）予定 

場所：渋谷店 1F 

  

パネル展①･･SM☆SH 3rd Single「Do IT Do It!」のジャケット写真撮影時に 

撮りおろしたコラボ写真や通常盤（初回プレス分）に封入されている 

トレーディングカード〈全 6 種〉のパネルを展示！ 

期間：4/26（火）～5/9（日） 

場所：渋谷店 1F 

  

 

 

 

 

パネル展②･･タワーレコード X SM☆SH のコラボ写真 3 点の大型看板を展示中！  

期間：4/26（火）～5/9（日） 

場所：渋谷店 5F K-POP コーナー 

 

◆詳細はコチラ  

http://tower.jp/blog/shibuya/entries/77525 

 

 

 

 

 

NEW！【タワーレコード独占販売！】百々和宏（MO’SOME TONEBENDER）著 

『泥酔ジャーナル２』出版記念イベント決定！ 
ヴォーカル、百々和宏さんが雑誌「音楽と人」で連載しているコラム＜泥酔ジャーナル＞に、自らがオススメする酒場ガイド

を加えた書籍『泥酔ジャーナル 2』がタワーレコード限定販売中！これを記念したステキなイベントが 5/18（水）決定！ 

【イベント概要】「泥酔ジャーナル 2」発刊記念イベント「本日開店、泥酔居酒屋」 

店長：百々和宏 (MO'SOME TONEBENDER) 

日時：5/18（水）18：30 開場 19：30 開演 

場所：新宿ロフト プラスワン （新宿区歌舞伎町 1-14-7 林ビル B2 電話：03-3205-6864） 

内容：トーク＆サイン会 

出演：百々和宏 (MO'SOME TONEBENDER)、音楽と人 

＜参加方法＞ご予約者優先でタワーレコード渋谷店・新宿店にて書籍 1 点につき 1 枚の 

入場券、書籍は一度に 2 点までご購入いただけます 

＜お問い合わせ＞㈱音楽と人 03-5919-1526 （11：00～18：00） 

 

◆詳細はコチラ http://tower.jp/blog/shibuya/entries/77406 

 

 

 

「泥酔ジャーナル 2」コーナー 

（1F フロア） 

MO'SOME TONEBENDER コーナー（1F フロア）、 

パネル展模様（2F フロア） 

タワーレコード×SM☆SH コラボ写真大型看板展示模様 

（5F フロア） 

SM☆SH 写真パネル展模様

（1F フロア） 

SM☆SH 衣装展示模様 

（1F フロア） 

SM☆SH×TOWER RECORDS SHIBUYA 巨大看板

（渋谷店エントランス） 
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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 

4/27（水） 19:30 アシャ ミニライブ＆サイン会＆ 

特典ポスター引き換え会 

4/27（水） 

① 17：00 

② 19：00 

③  21：00 
SM☆SH    ミニライブ＆トーク 

4/28（木） 19:30 Daisy×Daisy ゲスト：DECO*27     スペシャルライブ 

4/29（金） 13:30 
「RX-72 vol.3&vol.4」発売記念スペシャルイベント  

出演：HISASHI（GLAY）、茂木淳一 
公開収録 

4/29（金） 15:00 新井靖志 ミニライブ＆サイン会 

4/29（金） 19:00 なりきり GRANRODEO～KISHOW 杯～   スペシャルイベント 

4/30（土） 18:00 

「サイン」DVD 発売記念イベント  

出演：植原卓也、桜田通、橋本淳、柳澤貴彦、 

平間壮一、寺田拓哉、吉沢亮 （予定） 

トーク＆質問コーナー＆ 

プレゼント抽選会＆ミニライブ 

4/30（土） 14:00 

ビースティ・ボーイズ ニューアルバム発売記念＆ 

結成 30 周年記念トークイベント  

出演：レイザーラモン RG、Bose（スチャダラパー）、 

ANI（スチャダラパー） 
トーク 

5/1（日） 19:00 さくら学院     ミニライブ 

5/2（月） 15:00 
DVD「クローンベイビー」発売記念 スペシャルイベント

出演：市川知宏、松坂桃李 （予定） 
トーク 

5/3（火） 13:00 SuG ミニライブ＆握手会 

5/3（火） 19:00 sleepy.ab      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 
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