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渡辺美里『Flower bed』『うたの木 彼のすきな歌』アナログ盤発売記念 

10/25～タワレコ渋谷でポップアップショップ開催 

新作オリジナルグッズをはじめツアーグッズ販売や写真展も開催 

 

 

タワーレコード渋谷店は 10 月 25 日（火）から 11 月 9 日（水）にかけて、「渡辺美里

✕TOWER RECORDS『Flower bed・うたの木 彼のすきな歌』アナログ盤発売記念  MUSIC 

with BIG LOVE Pop up stage Vol.2」を開催します。 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

タワーレコード渋谷店 ニュースページ 

https://towershibuya.jp/news/2022/10/17/173135 

今回開催するポップアップショップは、2022 年 10 月 26 日(水)に発売となる、『Flower bed』

『うたの木 彼のすきな歌』アナログ盤の発売を記念したもの。特設ショップではオリジナル新作の

T シャツや、トートバッグ、メガネペンなどを販売します。さらに、アナログ盤の購入者特典として

オリジナルポスターを先着でプレゼント。 

『Flower bed』『うたの木 彼のすきな歌』アナログ盤の発売を、タワーレコード渋谷店が盛大に

盛り上げます！ 
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■「渡辺美里✕TOWER RECORDS『Flower bed・うたの木 彼のすきな歌』アナログ盤発売記念  

MUSIC with BIG LOVE Pop up stage Vol.2」概要 

 

【開催場所】タワーレコード渋谷店 2 階 催事スペース（東京都渋谷区神南 1 丁目 22-14） 

【開催期間】10 月 25 日（火）～11 月 9 日（水） 

 

【販売商品】 

・渡辺美里『Flower bed』アナログ盤        

・渡辺美里『うたの木 彼のすきな歌』アナログ盤   

 

＜新作オリジナルグッズ＞ 

・T シャツ Flowerbed 1989 ネイビー（S/M/L/XL）    

 4,400 円（税込） 

 

 

 

・T シャツ Flowerbed 1989 ホワイト（S/M/L/XL） 

4,400 円（税込） 

 

 

 

 

・長袖 T シャツ 彼の好きな歌（S/M/L/XL）         

6,600 円（税込） 

 

 

 

・トートバッグ     1,800 円（税込） 

 

 

 

 



 

 

・PENON×MISATO  LIVE LOVE LIFE メガネペン（ブルー/レッド） 3,300 円（税込） 

 

 

 

・ハンドタオル 雨のバカー                

1,800 円（税込） 

 

 

 

 

＜ツアーグッズ＞ 

・パイナップルロマンスのその先へ “雨のバカ～” 2022 パンフレット  2,200 円（税込） 

・SUPER Flower bed BALL '89 T シャツ ホワイト（S/M/L/XL）  4,400 円（税込） 

・SUPER Flower bed BALL '89 T シャツ ブラック（S/M/L）  4,400 円（税込） 

・“雨のバカ～” 2022 ドライバッグ     1,800 円（税込） 

・スマートフォンスタンド：MUSIC & LOVE    1,700 円（税込） 

・My Revolution 長袖 T シャツ （XL）     6,600 円（税込） 

・「misato watanabe Tour 2021 "Ready Steady 55Go!"」マフラータオル:ネイビー 2,200 円（税込） 

・「misato watanabe Tour 2021 "Ready Steady 56Go!"」マフラータオル:ホワイト 2,200 円（税込） 

 

【購入者特典】 

『Flower bed』アナログ盤と、『うたの木 彼のすきな歌』アナログ盤、

会場で販売しているグッズ 3,000 円（税込）以上を同時ご購入の方に、

オリジナルポスター（A3 サイズ ※写真右）を先着で差し上げます。 

※1 会計あたり 1 枚のお渡しとなります。 

※なくなり次第終了となります。 

 

【展示内容】 

『Flower bed』『うたの木 彼のすきな歌』にちなんだ写真展 

渡辺美里 立て看板 etc 

 



 

【リリース情報】 

アーティスト ：渡辺美里 

タイトル  ：『Flower bed』アナログ盤 『うたの木 彼のすきな歌』アナログ盤 

発売日  ：10 月 26 日(水) ※2 作品同時発売 

 

●『Flower bed』アナログ盤 品番：ESJL-3127 3,850 円（税込）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989 年にリリースされ大ヒットとなった、渡辺美里 5 枚目のフルアルバムをアナログ盤として復

刻。 L.A., N.Y., そして東京にて豪華ミュージシャンが参加しレコーディングされた、80 年代を代

表する名盤です。 

 

●『うたの木 彼のすきな歌』アナログ盤 品番：ESJL-3128～3129  4,400 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 27 日にリリースされた、「うたの木」のシリ

ーズ最新作『うたの木 彼のすきな歌』がアナログ盤として発

売。“彼のすきな歌”と冠し、男性ヴォーカリスト楽曲の中から、

アーティスト・渡辺美里が歌いつなぎたい男性アーティストの名曲を豪華ミュージシャンとともに

リスペクトカバーしたアルバムで、編曲には、奥野真哉、塩谷哲、島田昌典、服部隆之、本間昭光（五

十音順）が参加しています。 

 

- 収録内容 - 

Side A 

01． NEWS  

02． やるじゃん女の子  

03． 一瞬の夏  

04． 跳べ模型ヒコーキ  

05． ムーンライト ダンス  

06． 彼女が髪を切った理由  

Side B 

07． パイナップル ロマンス  

08． グッドバイ  

09． 冷たいミルク  

10． White Days  

11． すき 

- 収録内容 - 

Disc 1 Side A 

1. YELLOW MAGIC CARNIVAL 

2. てぃーんず ぶるーす 

3. チェリー 

Disc 1 Side B 

1. 街の灯り 

2. 木蘭の涙 

3. 花と小父さん 

4. 積木の部屋 

 

Disc 2 Side A 

1. 黄昏のビギン 

2. Rain 

3. 冷たいアイスティー 

Disc 2 Side B 

1. 歩いて帰ろう 

2. 満月の夕 

3. 星の夜 



 

【渡辺美里 プロフィール】 

1985 年デビュー。翌年「My Revolution」がチャート１位となり、

同年８月、女性ソロシンガーとして日本初となるスタジアム公演を

西武スタジアムにて成功させる。以降２０年連続公演という前人未

到の記録を達成し、渡辺美里の活動の中でも代名詞的な存在となる。

2005 年西武スタジアムに終止符を打った翌年、2006 年からは、

毎年「美里祭り」と題して様々な都市で LIVE を開催。渡辺美里の

活動は音楽だけにとどまらず、ラジオのパーソナリティー、ナレー

ション、2012 年、2014 年はミュージカル「アリス・イン・ワン

ダーランド」で不思議の国を支配する『ハートの女王』を演じるな

ど、様々な分野にチャレンジし続けている。 

2020 年 7 月 1 日には 35 周年を記念した 3 枚組ベストアルバム「harvest」をリリース、オリコ

ン週間ランキングで 3 位を記録し、昭和・平成・令和と 3 時代での TOP3 入りを果たした。2021

年 10 月にはカバーアルバム『うたの木 彼のすきな歌』を発売し、2022 年 3 月には Blu-ray『ス

タジオライブ うたの木』をリリース。10 月から「渡辺美里スペシャルライブ Good Time’22~‘23」

と題した全国ツアーの開催中。来年 2 月 4 日には日本武道館でのコンサートも決定している。 

 

 

■新型コロナウイルス感染防止のお願い 

・ご来場の際は必ずマスクの着用をお願いします。 

・感染症予防対策の観点から入場方法などが変更になる場合があります。 

・入店前には店頭備え付けの除菌スプレーで手指の消毒のご協力をお願いします。 

・会場内では他のお客様との距離を十分に空けてお待ちください。 

・37 度 5 分以上の発熱がある方は、入場をお断りさせていただきます。 

・エレベーターおよびエスカレーターでは、間隔を十分に保ってください。 

■タワーレコード店内の感染防止策について 

・飛沫感染防止シートをレジおよびカウンターに設置しています。 

・金銭の受け渡しはトレー上で行います。 

・従業員はマスクと手袋を着用しています。 

・店内は除菌清掃を実施しています。 

・換気時間を設け、店内の換気を行っています。 

＜参考＞ 新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
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