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ニューアルバム「南佳孝 松本隆を歌う Simple Song 夏の終わり」発売記念 

タワレコ渋谷店が 3/21～期間限定 POP UP SHOP 開催 

渋谷店、名古屋パルコ店、梅田 NU 茶屋町店 3 店舗でオリジナルグッズも販売 

 

 

 タワーレコード渋谷店では、2023 年 3 月 21 日（火・祝）から 2023 年 4 月 3 日（月）の期間、

「南佳孝 × TOWER RECORDS 『南佳孝 松本隆を歌う Simple Song 夏の終わり』 発売記念 

POP UP SHOP」を開催します。 

期間中、渋谷店会場では南佳孝の数々の作品の他、松本隆と共同で製作した楽曲をモチーフに南佳

孝自身が描いた絵画の原画の展示・販売、2 人のサイン入り LP やポスターなどを展示するほか、そ

の原画をプリントした T シャツをはじめとするオリジナルグッズなども販売します。 

 また本 POP UP SHOP で販売するオリジナル T シャツは、同日よりタワーレコード名古屋パルコ

店、梅田 NU 茶屋町店でも販売が決定。東名阪の 3 拠点にて南佳孝ニューアルバム発売を盛り上げ

ていきます。 

さらにこの POP UP SHOP 開催に先駆けて 3 月 12 日（日）渋谷店 B1F CUTUP STUDIO にて T

シャツ付の記念有料ライブ「『南佳孝 松本隆を歌う』CD 発売記念ライブ」の開催も決定していま

す。 

タワーレコード渋谷店 ニュースページ 

https://towershibuya.jp/news/2023/03/02/178308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
南佳孝（左）、「南佳孝 松本隆を歌う Simple Song 夏の終わり」ジャケット（右） 
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■渋谷店 ポップアップショップ概要 

タイトル ：南佳孝 × TOWER RECORDS  

『南佳孝 松本隆を歌う Simple Song 夏の終わり』 発売記念 POP UP SHOP 

開催場所 ：タワーレコード渋谷店 3 階催事場  

〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-22-14  TEL 03-3496-3661 

開催期間 ：2023 年 3 月 21 日（火・祝）～4 月 3 日（月） 営業時間 11:00～22:00 

内容  ：・「南佳孝 松本隆を歌う Simple Song 夏の終わり」ライブ収録盤はじめ、南佳 

孝の旧譜作品・映像作品の販売 

・オリジナル T シャツの販売 

・松本隆 南佳孝の二人の共同で製作した楽曲をモチーフに南佳孝が絵を描 

いた作品の原画の販売 

・南佳孝、松本隆のサイン入り LP、ポスター etc… 

 

■南佳孝 × TOWER RECORDS オリジナル T シャツ 

松本隆の世界観を南佳孝が演奏と歌声で表現した特別な公演のライブ収録盤リリースをより深く記憶に残していた

だくため、タワーレコード限定のポップアップ企画が実現しました。 

  

販売店舗 ：渋谷店、名古屋パルコ店、梅田 NU 茶屋町店 

販売商品 

＜オーディオ作品＞ 

「南佳孝 松本隆を歌う Simple Song 夏の終わり」ライブ収録盤 

※上記のほか、南佳孝の旧譜作品・映像作品を販売します。 

 

＜新作オリジナル T シャツ＞ 

松本隆 南佳孝の二人の共同で製作した楽曲をモチーフにて南佳孝が絵を描いた作品の原画 

をプリントした T シャツを販売します。 

・T シャツ(Girl)  3,800 円（税込） 

・T シャツ(Sleeping Lady）   3,800 円（税込） 

・T シャツ(憧れのラジオガール)  3,800 円（税込）  

・T シャツ（夜の翼）  3,800 円（税込） 
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■リリース情報 

アーティスト ：南佳孝   

タイトル ：「南佳孝 松本隆を歌う Simple Song  

夏の終わり」ライブ収録盤  

発売日  ：2023 年 3 月 22 日（水） 

仕様・価格 ：［CD2 枚組］CVOV-10077      

4,400 円（税込）      

収録内容 ：2022 年 9 月 10 日大手町三井ホール   

にて収録 

[作詞：松本隆 作曲：南佳孝 全 24 曲]  

 

 

 

 

 

 

 

Disc1 

01.摩天楼のヒロイン 

02.おいらぎゃんぐだぞ 

03.ピストル 

04.憧れのラジオガール 

05.ジョンとメリー 

06.口笛を吹く女 

07.月に向かって 

08.ダイナー 

09.Girl 

 

Disc２ 

01.遙かなディスタンス 

02.二人のスローダンス 

03.夜の翼 

04.PEACE 

05.Paradiso 

06.スタンダード・ナンバー 

07.冒険王 

08.Simple Song 

09.スローなブギにしてくれ(I Want You) 

10.夏服を着た女たち 

11.SCOTCH AND RAIN 

12.涙のステラ 

13.波止場 

14.天文台 

15.COOL 

 

※写真左上より、Girl、Sleeping Lady、 

憧れのラジオガール、夜の翼 
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■スペシャルミニライブ＆トーク会開催概要 

公演名 ：「南佳孝 松本隆を歌う」CD 発売記念ライブ 

日時 ：2023 年 3 月 12 日(日) 開場 17:30 開演 18:00 

会場 ：タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO 

料金 ：7,800 円(税込) 全席指定 T シャツ付き  

※未就学児童入場不可 

★南佳孝が楽曲をモチーフにして描いた新作の絵「Girl」 

をプリントした T シャツ。 

     サイズは M か L をお選びいただけます。 

URL ：https://www.capital-village.co.jp/calendar/concert/2023022201.html  

 

■南佳孝プロフィール 
東京大田区出身 シンガーソングライター 

明治学院大学在学中に作曲を始め、1973 年に松本隆プロデュースによる

アルバム「摩天楼のヒロイン」でデビュー。 

1979 年には代表曲となる「モンロー・ウォーク」を収録した「SPEAK LOW」

をリリース。郷ひろみがカヴァー。 

1981 年映画「スローなブギにしてくれ」のサントラを担当し同局もヒット。

1984 年「冒険王」に収録の「スタンダード・ナンバー」を薬師丸ひろ子が「メイ

ン・テーマ」としてカヴァー。2022 年夏、作詞 松本隆、作曲 南佳孝の楽曲

のみで構成された「南佳孝 松本隆を歌う～Simple Song 夏の終わりに」

を開催する。この公演のライブ収録したＣＤアルバム「南佳孝 松本隆を歌

う～Simple Song 夏の終わりに」を 2023 年 3 月 22 日発売する。 

2023 年 9 月 21 日にデビュー50 周年を迎え、各地にて 50th 

Anniversary コンサートを開催予定。 

 

■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 

【Girl】 

https://www.capital-village.co.jp/calendar/concert/2023022201.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

