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株式会社ローソン HMV エンタテイメント

アナログレコードの専門店「ＨＭＶ ｒｅｃｏｒｄ ｓｈｏｐ 渋谷」
独自企画盤アナログレコードや限定グッズの販売など
オープン３周年を記念した取り組みを実施
株式会社ローソン HMV エンタテイメントが運営するアナログレコードと CD の中古専門店の 1 号店「HMV
record shop 渋谷」は、2014 年 8 月のオープンから 3 周年を迎えます。3 周年を記念し、2017 年 8 月 5 日（土）
より様々な取り組みを行ってまいります。
「HMV record shop 渋谷」は、1990 年代に“レコードの聖地”と呼ばれた渋谷・宇田川町にアナログレコー
ドと CD の中古専門店として、日本国内でのレコードの再評価に先駆け 2014 年 8 月 2 日（土）にオープンいた
しました。レコードの再評価や人気の高まりと共に、音楽／レコードファンのお客さまをはじめ、レコードをは
じめて聴く若年層のお客さまなどにも多く来店いただいております。
このたび、3 周年を記念し、音楽の楽しみ方の 1 つとしての“レコード”の魅力をさらに提案するため、アナ
ログレコードの専門店ならではの企画となる独自企画盤アナログレコードの販売をはじめ、限定グッズの販売、
インストアイベント、お得なセールなどを実施いたします。さらに、3 周年を記念して制作したポスターは、オ
リジナル・アルバムとしては 11 年ぶりとなる作品『Mellow Waves』を発売した「Cornelius」を HMV record shop
渋谷店内で撮影した、特別な写真を使用したデザインとなり、冊子の表紙デザインは、東京スカパラダイスオー
ケストラのジャケットや木村カエラのライブグッズなども手掛ける新進気鋭のイラストレーター「とんだ林蘭」
の書き下ろしイラストを使用したデザインとなります。
今後も「HMV record shop」は、今後もお客さまに音楽の楽しみ方の 1 つとして“レコード”を提案する、文
化の“情報発信地”を目指してまいります。
詳細は以下のページからも確認いただけます。
☆HMV record shop 渋谷 3 周年特設ページ
http://recordshop.hmv.co.jp/17690

▲ 3 周年記念ポスター

▲ 3 周年記念冊子（表紙）

＜添付資料①＞
■3 周年記念ポスターに関して
新作「Mellow Waves」をリリースした Cornelius。Cornelius 名義では、前作
「SENSUOUS」から 11 年ぶりのアルバムとなりました。今回、アルバムの発売
前に限定の 7 インチシングルを 2 タイトル リリースするなどアナログレコードに
造詣が深く、HMV record shop の世界観とリンクするワールドワイドなアーティ
ストであることから、Cornelius に HMV record shop 渋谷 3 周年の記念ポスター
に登場いただきました。
■3 周年記念 発売商品（独自企画盤アナログレコード）
＜8 月 5 日（土）発売＞
・星村麻衣「プラスティック ラブ」
（7inch） ￥1,900（税抜）
・A PAGE OF PUNK「March／イタルトコロ」
（7inch） ￥1,700（税抜）
＜8 月 12 日（土）発売＞ ※HMV record shop 3 店舗は 8 月 5 日より先行発売
・Nulbarich「GUESS WHO?」
（LP） ￥3,000（税抜）
・銀河鉄道「ミルキーウェイ」
（LP） ￥3,500（税抜）
・女王蜂「失楽園／DANCE DANCE DANCE」
（7inch） ￥1,600（税抜）
・アニメ「みなしごハッチ／ママをたずねて」（7inch） ￥1,852（税抜）
・アニメ「ハクション大魔王のうた／アクビ娘」
（7inch） ￥1,852（税抜）
・シャイ・ライツ「Are You My Woman／Give It Away」（7inch） ￥1,900（税抜）
・ジャッキー・ウィルソン「Let's Love Again／Pretty Little Angel Eyes」
（7inch） ￥1,900（税抜）
・ダイレクションズ「We Need Love／I Want To Be Your Special Man」
（7inch） ￥1,900（税抜）
＜8 月 30 日（水）発売＞ ※HMV record shop 3 店舗は 8 月 23 日より先行発売
・坂元輝「海を見ていたジョニー」
（LP） ￥3,800（税抜）
・植松孝雄「Straight A Head」（LP） ￥3,800（税抜）
・ラッキーオールドサン「BELLE EPOQUE」（LP） ￥3,000（税抜）
・台風クラブ「初期の台風クラブ」
（LP） ￥2,500（税抜）

▲ Nulbarich「GUESS WHO?」

▲ 星村麻衣「プラスティック ラブ」

▲ アニメ「ハクション大魔王のうた／
アクビ娘」

＜添付資料②＞
■3 周年記念 発売商品（限定グッズ）
・3 周年記念 T シャツ ￥2,800（税抜）
・3 周年記念 スリップマット ￥2,000（税抜）

▲ 3 周年記念 T シャツ

▲ 3 周年記念 スリップマット

＜「とんだ林蘭」とは＞
コラージュ作品・イラストの比類なきポップセンスを買われ、これまでに、東京スカパラダイスオーケストラ ラ
イブグッズ／ジャケット、木村カエラ ライブグッズ、チュートリアルライブツアー「TUTORIALIST」 オフィ
シャルグッズデザインなど、ジャンルを問わずに活躍している、注目の女性アーティスト。
■3 週年記念セール
＜8 月 5 日（土）より＞
・60’S／70’S ROCK SALE ～US ORIGINAL 編～
・INDIE／ALTERNATIVE ROCK SALE
・ULTIMATE RARE GROOVE LP SALE
・PREMIUM JAZZ！新着 USED LP SALE
・PREMIUM REGGAE SALE
その他、
「和モノ新着放出セール」
「HIP HOP／R&B LP&12″ SALE」
「NEW ARRIVAL CLUB MUSIC
SALE!!」を合わせ、計 8 ジャンルのセールにて、新着中古レコード合計約 3,000 枚を販売いたします。また、お買
い求め易い廉価中古レコード約 10,000 枚を当日より販売予定です。

