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タワーレコード新宿店 2/28～開催決定！ 

中島みゆき NEW ALBUM 『世界が違って見える日』発売記念 

MIYUKI NAKAJIMA POP UP SHOP “PLACE 2023”  

 ～ＭONTHLY TOWER PUSH！はじめ全店対象のキャンペーンも開催～ 

 

 タワーレコード新宿店では、2023 年 2 月 28 日（火）より、中島みゆきの 3 年ぶり 44 作目のニ

ューアルバム『世界が違って見える日』の発売を記念した特設展示＆セレクションコーナー企画

「MIYUKI NAKAJIMA POP UP SHOP “PLACE 2023”」を期間限定で開催します。 

POP UP SHOP 会場では、『世界が違って見える日』の商品展開に加え、この CD ジャケット写真

で中島みゆきが実際に着用した実物衣裳の特別展示や POP UP SHOP でしか見ることのできない大

型パネルを展示します。これまでのアルバムや映像作品もすべて取り揃えるほか、『中島みゆき 2020

ラスト・ツアー「結果オーライ」』オフィシャルグッズの期間限定販売も行い、中島みゆきの軌跡を

俯瞰してお楽しみいただける空間となります。 

さらに、今回、中島みゆきの音楽プロデューサー瀬尾一三が手掛けた名曲集第 4 弾、中島みゆきイ

ンスト集の同日発売を記念し、瀬尾一三コーナーも展開、ファンの皆様が中島みゆきの世界を愉しん

で頂ける「場」ならびに新宿店限定のさまざまな特典を設けることで、ニューアルバム『世界が違っ

て見える日』の発売を盛り上げていきます。 
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■MIYUKI NAKAJIMA POP UP SHOP “PLACE 2023”実施概要 

開催場所 ：タワーレコード新宿店 9 階 催事スペース 

開催期間 ：2023 年 2 月 28 日（火）～3 月 13 日（月） 

展示内容    ：〇ニューアルバム『世界が違って見える日』はじめ、中島みゆき全旧譜作品、 

映像作品の販売 

〇特別衣裳展示―ニューアルバム『世界が違って見える日』の CD ジャケット 

写真で着用された実物衣裳を特別展示 

〇超大型パネル展示―ニューアルバム『世界が違って見える日』CD ジャケッ 

トで使用された写真を超大型パネルで再現 

〇中島みゆき ラスト・ツアー2020「結果オーライ」アンコール企画 “オフィ 

シャルグッズ期間限定販売＆パネル展”開催―ラスト・ツアーのグッズ販売と、 

2022 年 2 月 2 日発売時に開催したパネル展を実施 

 

 

■『世界が違って見える日』作品概要 

アーティスト ：中島みゆき 

タイトル ：世界が違って見える日 

発売日  ：2023 年 3 月 1 日（水） 

価格  ：3,300 円（税込） 

レーベル ：YAMAHA MUSIC COMMUNICATIONS 

 

 

誰もが不安とともに生きるこのコロナ禍の中、"こんな時こそ、中島みゆきの歌を"

と銘打ち発売された『ここにいるよ』(2020)と『中島みゆき 2020 ラスト・ツアー

「結果オーライ」』(2022)。そして今回、時代が「中島みゆきの歌」を求めるのに呼

応するように、緊急事態宣言後初となる待望のオリジナルアルバム『世界が違って見

える日』がいよいよ世の中に放たれる。 

今回もリスナーの生きる勇気をそっと後押しする"こころに寄り添う「愛」と「勇気」、

そして「希望」の歌"がここに誕生。フジテレビ系ドラマ『PICU 小児集中治療室』主

題歌「倶(とも)に」、2021 年工藤静香への提供曲「島より」、2007 年クミコへの

提供曲「十年」の 2 曲のセルフカバー、そして、日本を代表するシンガー・ソングラ

イター吉田拓郎が、ギターとコーラスで特別ゲスト参加をした「体温」を含む全 10

曲を収録。（販売元提供資料より） 

*「倶(とも)に」 ※"倶"は正しくは旧字体表記 

収録曲 

1.倶（とも）に 

2.島より 

3.十年 

4.乱世（らんせ） 

5.体温 

6.童話 

7.噤（つぐみ） 

8.心月（つき） 

9.天女の話 

10.夢の京（みやこ） 
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■新宿店限定ご購入先着特典 

 

◆中島みゆき POP UP SHOP 限定ポストカード 

《対象商品》中島みゆき 『世界が違って見える日』 

※特典満了次第終了となります。 

 

◆中島みゆき POP UP SHOP ポスター（B2 サイズ） 

 （＊抽選） 

タワーレコード新宿店にて、期間中に中島みゆき 『世界が違っ

て見える日』を除く、中島みゆき商品（CD・映像商品・一部書

籍）を税込 5,000 円以上ご購入で、ポスター抽選会にご参加い

ただけます。 

【抽選期間】2023 年 2 月 28 日(火) ～ 

※特典満了次第終了となります。 

 

 

■新宿店含む全店/オンラインでのご購入先着特典 

◆オリジナル・クリアファイル（A4 サイズ） 

《対象商品》2023 年 3 月 1 日(火)発売 中島みゆき  

『世界が違って見える日』 

※特典満了次第終了となります。 

 

 

◆「MONTHLY TOWER PUSH」B1 サイズポスター抽選プレゼント 

【抽選応募期間】2 月 28 日（火）0:00～3 月 13 日（月）23:59 

【対象商品】中島みゆき『世界が違って見える日』 

【詳細 URL】https://tower.jp/article/feature_item/2023/01/01/0703 
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■瀬尾一三 2 作品発売 

3 月 1 日発売、日本を代表する音楽プロデューサーで、中島みゆきの

プロデュースも務める瀬尾一三が手掛けた 2 作品が同日 3 月 1 日（水）

発売。 

タワーレコード新宿店ではこれを記念し、「MIYUKI NAKAJIMA 

POP UP SHOP “PLACE 2023”」にて同時展開。瀬尾一三の大型ス

タンドパネルも設置し、発売を盛り上げていきます。 

 

同時展開 2 作品 

『時代を創った名曲たち 4 ～瀬尾一三作品集 SUPER digest～』 

発売日   ：2023 年 3 月 1 日（水） 

価格   ：3,080 円（税込） 

フォーマット：Blu-spec CD2 

レーベル  ：YAMAHA MUSIC COMMUNICATIONS 

瀬尾一三が関わったそうそうたるアーティストの名曲を通して J-POP の黎明期

から現在までの日本の音楽シーンをアレンジ(編曲)で支え続けてきたその軌跡

を体現できる作品集の第 4 弾 

 

『歌がなくても聞こえてくる「中島みゆきの音楽集」～こころに寄り添う 24 の旋律～』 

発売日   ：2023 年 3 月 1 日（水） 

価格   ：3,300 円（税込） 

フォーマット：CD 

レーベル  ：YAMAHA MUSIC COMMUNICATIONS 

瀬尾一三プロデュース～中島みゆき初のオフィシャル・インスト・ベストセレ

クションアルバム。「糸」「時代」「麦の唄」「慕情」「地上の星」「悪女」「空と君

のあいだに」他、中島みゆきを代表する、毎日を頑張る人たちの心に寄り添う名

曲全 24 曲を収録。 

 

■新宿店でのご購入限定先着特典 

◆直筆サイン色紙（CD サイズ） 

タワーレコード新宿店にて、新譜を含む瀬尾一三のCD・書籍対象商品いずれかをご購入のお客様に、

先着で「直筆サイン色紙（CD サイズ）」をプレゼント。書籍『音楽と契約した男 瀬尾一三』をご購

入のお客様には「直筆サイン色紙（CD サイズ）と栞（しおり）3 枚１セット」をプレゼントいたし

ます。※特典満了次第終了となります。 
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■新宿店含む全店/オンラインでのご購入先着特典 

◆オリジナル・クリアファイル（A4 サイズ） 

《対象商品》『時代を創った名曲たち 4 ～瀬尾一三作品集 SUPER digest～』 

※特典満了次第終了となります。 

◆ミニクリアファイル（A5 サイズ） 

《対象商品》『歌がなくても聞こえてくる「中島みゆきの音楽集」～こころに寄り添う 24 の旋律～』 

※特典満了次第終了となります。 


