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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（6/9-6/15） 
 

今週 渋谷店で開催するキャンペーン TOPICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.【TOWER RECORDS SHIBUYA 15th ANNIVERSARY presents  

E.YAZAWA タオル GALLERY 6/21（月）まで開催中！】 
【6/9（水）=ROCK の日は タワレコ挙げて矢沢の日！】 

6/8(火)～ 歴代のレア・タオルも並ぶ大タオル展を渋谷店にて開催中！ 

6/9(水)～ 午後 6 時 9 分よりタワレコ全店限定、ご本人出演のインストアラジオ放送！ 

 

渋谷店移転 15 周年と矢沢永吉ソロデビュー35 周年&ニューアルバム 

「TWIST」発売記念！ソロデビューから現在に至るまでのレア・タオルも含め 20 点以上展示！ 
 

＜パネル展示＞渋谷店店内で撮影された「TOWER」誌未掲載写真を展示！ 
 

＜矢沢永吉による「渋谷店 15th おめでとうコメント」を上映＞ 

渋谷店への 15th 記念メッセージ、アルバム「TWIST」についての 

コメント映像を上映！ 

 

＜矢沢永吉直筆サイン入り「NO MUSIC, NO LIFE?」ポスター掲示＞ 

渋谷店来店時にサインをいただきました！ 

 
＜渋谷店エントランスは矢沢永吉がジャック！＞ 

エントランスが矢沢永吉の 8 枚の貴重なライブ写真で埋めつくされる！ 

 

            ＜旧譜購入 2 大特典キャンペーン！＞矢沢永吉の CD&DVD など対象商品をご購入いただくと先着で 

ポストカード（矢沢永吉「NO MUSIC, NO LIFE?」ポスターデザイン）又は告知ポスター（アルバム 

「ROCK’N’ROLL」又は「DVD「ROCK’N’ROLL IN TOKYO DOME」」プレゼント！ 

タワレコ全店限定特典、大好評缶バッジ第 2 弾をプレゼント！ 

ご本人が審査するタワレコ POP コンテストも！ 
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左から  

パネル展、エントランス 

渋谷店各フロアごとに 矢沢永吉さんパネルにメッセージも！ 

タオル GALLERY 模様 

OASIS「TIME FLIES…1994-2009」  

1.【TOWER RECORDS SHIBUYA 15th ANNIVERSARY presents E.YAZAWA タオル GALLERY】 

2.【ベストアルバム・リリース！！oasis パネル展示 at タワーレコード渋谷店 開催決定！！！】 

3.【K-POP コーナー（渋谷店 5F）キャンペーン、展示情報･･･BIGBANG・ドラマ「IRIS」・パク・ヨンハ】 

4.【ギター・ヒーロー、ラリー・カールトンのインストア・イベントが決定！】 

 

左から IRIS、BIGBANG、Larry Carlton & Tak Matsumoto 展開 
縦 2M×横 7M の巨大タオルも公開！ 

タワーレコード渋谷店ニュース 8 



 

2.【ベストアルバム・リリース！！oasis パネル展示 at タワーレコード渋谷店 開催決定！！！】 

シングルを網羅したベストアルバムをリリースしたオアシス！ 

なんと渋谷店にてオフィシャルショットの数々をパネルにした展示会を開催！ 
（開催期間：6/8（火）～6/末日（予定） 開催場所：タワーレコード渋谷店 3F 下りエスカレーター側ホール） 

 

そして、ご予約いただいたお客様にはポイント 3 倍とお得に！ 

あんな写真やこんな写真、懐かしい写真が盛りだくさん！ 

ぜひぜひ渋谷店にお立ち寄りください～！！ 
 

「oasis CAFE が渋谷に出現！」  

オアシス最後のアルバム発売を記念して 

6/8 より期間限定の oasis CAFE が渋谷に出現！ 

★場所：カフェ マンドゥーカ http://www.opefac.com/manduka/ ※タワーレコード渋谷店のスグ隣！ 

★期間：6/8（火） ～ 6/22（火）渋谷の超人気カフェ、『カフェマンドゥーカ』と oasis が奇跡のコラボレーションを実現！ 

期間中は、『カフェ マンドゥーカ』がオアシス一色に!！ 

店内では、oasis の人気楽曲が演奏される他、 

アーティスト写真のパネルや歴代のジャケットの数々が店内一面に掲載！ 

また、ドリンクには oasis 柄のコースターが！ 

まさに、オアシスファン必見のこのイベントを見逃すな！ 

 

 

3.【K-POP コーナー（渋谷店 5F）キャンペーン、展示情報･･･BIGBANG・ドラマ「IRIS」・パク・ヨンハ】 
渋谷店 K-POP コーナーではキャンペーン、直筆サイン展示を実施中！ 

◆BIGBANG･･･6/9（水）発売の Sg「Tell Me Goodby」リリースを記念して、 

渋谷店にて「旧譜キャンペーン＆ミニ展示を開催！ 

 

【旧譜キャンペーン】過去のリリース作品の特典が期間限定で復活! 

●アルバム BIGBANG / BIGBANG (CD+ＤＶＤ) ⇒ポスター BIGBANG / ASIA BEST 2006-2009⇒ステッカー 

●シングル BIGBANG / MY HEAVEN （CD のみ通常盤 A)⇒ステッカー（CD のみ通常盤 B)⇒ポスター 

BIGBANG / ガラガラ GO!（ＣＤのみ通常盤 B)⇒ポスター 

BIGBANG / 声をきかせて（CD+DVD）⇒ポスター （CD のみ）⇒ステッカー 
 

【展示】Sg「声をきかせて」の発売時に渋谷店に掲示した”写真パネル”、”販売促進用ポスター”のアンコール展示！ 

（前回の展示では掲示しておりません） 
 

◆ドラマ「IRIS」･･･多方面より注目を集めている韓国のテレビドラマ、「IRIS」。サウンドトラック（発売中）の 

国内盤「IRIS : ORIGINAL SOUND TRACK PERFECT BOX」の発売を記念して、渋谷店 に韓国よりサントラ参加アーティスト

（シン・スンフン、キム・テウ、ペク・チヨンの３名）の貴重な直筆サインが届きました! 
 

◆パク・ヨンハ･･･俳優、歌手として絶大なる人気を誇るパク・ヨンハ。渋谷店では、6/9 発売のアルバム「STARS」発売を 

記念して、2005 年 1 月 24 日渋谷店来店時の直筆サイン入りポラロイドをコーナー上に展示！当時、話題を呼んだ貴重な

ショットです！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シン・スンフン 

キム・テウ、 

ペクチヨン 直筆サイン 

BIG BANG 展開模様 

カフェ マンドゥーカ 
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4.【ギター・ヒーロー、ラリー・カールトンのインストア・イベントが決定！】 

【ラリーカールトン イベント詳細】 トーク・ショウ＆サイン会  

日時：6 月 26（金）13:00 スタート 場所：タワーレコード渋谷店 5 階（観覧自由） 

観覧自由のトーク・ショウは、松下佳男氏（『アドリブ』編集長）を招いて、 

その日限りの話題満載の見逃せない内容！ 

さらに、渋谷店にて対象商品をご購入いただくとサイン会参加券を差し上げます。 

サイン会対象商品 「グレイテスト・ヒッツ・リレコーディド VOL.1」（KKJ006 国内使用盤（発売中）  

自らのレーベル、335 レコードを設立し、「ROOM335」など数々のヒット曲を新録音した大注目作!! 

 

渋谷店 今週の大展開＆渋谷店今週のイチオシ 渋レコメントカード  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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！ 

★MONTHLY FEATURE！･･･タワーレコード渋谷店では、15 周年を記念して 4 月～12 月の期間中、 

毎月 10 日間限定のスペシャル施策＜MONTHLY FEATURE！＞を行っています！ 

今回の＜MONTHLY FEATURE!＞は、6/11（金）～6/20（日）までの期間、DVD または Blu-ray を\5,000（税込）以上お買い

上げごとに、総額\500 分のクーポンをプレゼント！渋谷店のみの特別な 10 日間！このまとめ買いのチャンスをお見逃しな

く！また、6/15（火）のみ DVD-Blu-ray に関係なく\5,000 以上お買い上げごとに、タワーレコード・ギフトカード\500 券をプレ

ゼントいたします！ 
 

＜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 

6/9（水） 18:00～21:00 ムック（メンバー未定） スタンプラリー 

6/10（木） 18:30 アイドリング!!! トーク＆握手会 

6/10（木） 18:30 Giovanni Allevi ミニライブ＆サイン会 

6/11（金） 19:30 嘘つきバービー guest 踊ってばかりの国    ミニライブ 

6/12（土） 15:00 谷辺昌央 ミニライブ＆サイン会 

6/12（土） 17:00 Anyango ミニライブ＆サイン会 

6/12（土） 19:00 桜・稲垣早希   ミニライブ＆トーク＆握手会 

6/13（日） 18:00 MUSICA×TOWER RECORDS「音楽の塔！」VOL.1

出演：Prague、Dirty Old Men 

ミニライブ 

6/15（火） 19:00 Rayflower   

出演：Yuki、Ikuo、Sakura 

トーク＆握手会 

※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。 

 

今週の渋谷店 15 周年情報 

クリスティ-ナ アギレラ 

EXILE  

木村カエラ 

ユニコーン 

■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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