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タワーレコードグランツリー武蔵小杉店では、11 月 22 日（土）のグランドオープンを記念して、日本デビ

ューシングル「Shalala Ring」を 11 月 5 日（水）に発売した韓国出身の 5 人組アーティスト NU'EST （ニュ

ーイースト）とのスペシャル店頭企画や川崎フロンターレとのコラボ T シャツの発売、また、タワーレコー

ドフレームを使用したフォトカードの作成、オープニング・キャンペーンなど様々な企画をプレオープンの

11 月 21 日（金）より実施します。 

※プレオープンは、11 月 21 日（金）13:00～21:00 となります。 

※プレオープンより、ご来店いただけます。 

 

■NU’EST×タワーレコードグランツリー武蔵小杉店 コラボレーション！ 

11 月 5 日(水)に日本デビューシングル「Shalala Ring」を発売した NU’EST とのパネル展や衣装展示、オリ

ジナル・ボトルパッケージ ウォーターの販売、プレゼントキャンペーンなどのコラボレーション企画を実

施し、同店のオープンを盛り上げていただきます。 

 

■川崎フロンターレ×タワーレコードグランツリー武蔵小杉店 コラボ T シャツ発売！ 

タワーレコードグランツリー武蔵小杉店のオープンを記念して、川崎フロンターレとのコラボ Tシャツ（全 2

種）を、数量限定にて販売します。川崎フロンターレの試合会場やオフィシャルショップ、WEB ショップ等で

は、11 月 29 日（土）より発売となります。 

   

■プリクラの写真版！タワレコフレーム フォトプリントマシーンで自分だけのオリジナルカードを！ 

タワーレコードでお馴染みの「NO MUSIC, NO LIFE.ポスター」やフリーマガジン「bounce」などのロゴが入

ったフレームで写真を撮り、自分だけのオリジナルカード（ポストカートサイズ）が印刷できる『タワレコ

フレーム フォトプリントマシーン』を導入します。 

 

■オープニング・キャンペーン 11 月 21 日（金）より開催！ 

オープンを記念して、「全品ポイント 8 倍」や「メンバーズ限定ポイント 15 倍！」、タワーレコード・オリジナルグッズ

（トートバッグまたはステンレスカフェボトル）プレゼントなど、お得なキャンペーンを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 本件に関するお問合せ先 ■  

タワーレコード株式会社 広報室 担当：谷河（やがわ）、松本、伊早坂 
TEL  03-4332-0705   E-mail   press@tower.co.jp 

2014 年 11 月 12 日

タワーレコード株式会社

タワーレコードグランツリー武蔵小杉店 11 月 22 日（土） オープン記念！ 
 

NU’EST スペシャル店頭企画開催！ 

川崎フロンターレ×タワーレコードグランツリー武蔵小杉店 コラボ T シャツ発売！ 

タワレコフレーム フォトプリントマシーン登場！ 

期間限定オープニング・キャンペーン 11/21（金）より開催！ 

川崎フロンターレ×タワーレコードグランツリー武蔵小杉店 

コラボ T シャツ 

タワレコフレーム オリジナルカード 

（イメージ） NU'EST 
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NU'EST ×タワーレコードグランツリー武蔵小杉店スペシャル店頭企画概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スペシャルプレゼントキャンペーン！ 

【開催期間】11 月 21 日(金)～11 月 30 日(日)  

【内容】期間中、対象商品（シングル「Shalala Ring」、韓国語ベスト盤「NU'EST BEST IN KOREA」、DVD「NU'EST 

2nd Anniversary Live SHOWTIME2」）をご購入で、各日先着 30 名様に「Shalala Ring」または、「NU'EST BEST 

IN KOREA」の告知ポスター（ランダムで全メンバーのサイン入り）を差し上げます。 

さらに応募抽選で、展示パネルやアーティストグッズ、サイン入りポラをプレゼント！ 

 

■NU'EST オリジナル自動販売機設置＆オリジナル・ボトルパッケージ ウォーター数量限定販売！ 

【設置/販売期間】11 月 21 日（金）～※なくなり次第終了となります 

【内容】NU'EST のビジュアルを全面にラッピングした自動販売機を設置、ボトルラベルに NU'EST がプリン

トされたオリジナルボトルウォーターを数量限定で販売[\200（税込）]します。 

 

■NU'EST オリジナルメッセージ映像放映！ 

【放映期間】11 月 21 日（金）～終了日未定 

【内容】NU'EST オリジナル自動販売機に設置されたデジタルサイネージで、ここでしか観られない NU’EST

の映像を放映します。 

 

■NU'EST 衣装、グッズ展示＆パネル展開催！ 

【開催期間】11 月 21 日(金)～11 月 30 日(日) ※期間延長の可能性あり 

【開催場所】タワーレコードグランツリー武蔵小杉店 K-POP コーナー 

【展示内容】日本デビューシングル「Shalala Ring」の衣装、アーティスト写真によるパネル展、アーティ

ストオリジナルグッズ展示 

 

■NU'EST 応援メッセージボード、記念スタンプ設置！ 

【開催期間】11 月 21 日(金)～11 月 30 日(日) ※期間延長の可能性あり 

【設置場所】タワーレコードグランツリー武蔵小杉店 K-POP コーナー 
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川崎フロンターレ×タワーレコードグランツリー武蔵小杉店 コラボ Tシャツ概要 

 

タワーレコードグランツリー武蔵小杉店のオープンを記念して、川崎フロンターレとのコラボ T シャツを発

売します。「音楽のまち・かわさき」を盛り上げるべく、川崎フロンターレの人気マスコット「ふろん太く

ん」がギターを弾いている姿がプリントされたオリジナル Tシャツ全 2種を数量限定で販売します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【商品名】「川崎フロンターレ×タワーレコードグランツリー武蔵小杉店 コラボ Tシャツ」 

【カラー】サックス/ホワイト 

【価格】3,240 円（税込） 

【素材】素材：綿 100％ 

【サイズ】S／M／L／XL 

【サイズ目安】 S[身丈 65 ×身巾 49 ×肩巾 42 ×袖丈 19 (cm)] 

M[身丈 69 ×身巾 52 ×肩巾 46 ×袖丈 20 (cm)] 

L[身丈 73 ×身巾 55 ×肩巾 50 ×袖丈 22 (cm)] 

XL[身丈 77 ×身巾 63 ×肩巾 54 ×袖丈 24 (cm)] 

【取扱い/発売日】 

■タワーレコードグランツリー武蔵小杉店  

11 月 21 日（金）13:00～ 

 

■川崎フロンターレ×サンフレッチェ広島戦 等々力陸上競技場 場外フロンパーク内グッズ売店   

11 月 29 日（土）10:00（フロンパーク開園時）～ 

 

■川崎フロンターレオフィシャルショップ「アズーロ・ネロ」 

11 月 30 日（日）10:00～ 

 

■川崎フロンターレオフィシャル WEB ショップ http://onlineshop.frontale.co.jp/ 
11 月 30 日（日）10:00～ 

※各販売所にて発売日当日に完売した場合、WEB ショップでの販売は行いません。ご了承ください。 

 

 

＜ご注意事項 ＞ 

数量限定商品につき、お電話等でのお取り置きはできません。なくなり次第終了となります。 

 

 

 

「川崎フロンターレ×タワーレコードグランツリー武蔵小杉店 コラボ Tシャツ」 

左から  サックス、ホワイト 
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タワレコフレーム フォトプリントマシーン概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【期間】11月 21 日（金）13:00～ 【価格】 1枚 250 円～ 
【内容】タワーレコードでお馴染みの「NO MUSIC, NO LIFE.ポスター」やフリーマガジン「bounce」などの
ロゴが入ったフレームで写真を撮り、自分だけのオリジナルカード（ポストカードサイズ）が印刷できる『タ
ワレコフレーム フォトプリントマシーン』を導入！フレームデザインは、順次追加予定です。 

 
タワーレコードグランツリー武蔵小杉店 オープンニングキャンペーン概要  

【開催期間】11 月 21 日（金）～11 月 24 日（月・祝）※プレオープン 11 月 21 日（金）13:00～21:00 
【内容】 
① 全品ポイント 8倍！ 
期間中、タワーレコード・ポイントカードのベースポイントが 8倍に 
なるお得なキャンペーン！ 
 
② メンバーズ限定 クーポン提示でポイント 15 倍！ 
期間中、タワーレコードメンバーズ限定でクーポンをご提示して 
いただくとタワーレコード・ポイントカードのベースポイントが 
15 倍に！ 
 
③ タワーレコードメンバーズ新規登録キャンペーン！ 
期間中、タワーレコードメンバーズ新規ご登録でご参加いただける、 
ギフトカードなどが当たる抽選会を開催！ 
特賞  ：TRGC5,000 円 
A 賞   ：TRGC1,000 円 
B 賞   ：武蔵小杉店限定 ポイント 12倍紙クーポン 
C 賞  ：メモパッド 
参加賞：タワーレコード・オリジナルグッズ 
 
④ オリジナルグッズプレゼント! 
期間中、税込 3,000 円以上お買上げの方、各日先着購入者にタワーレコード・オリジナルグッズ（トートバ
ッグまたはステンレスカフェボトルのどちらかお選びいただけます）をプレゼント！ 
 
⑤ 300 円 OFF レシートクーポンプレゼント！ 
期間中、税込 3,000 円以上お買い上げのお客様に、300 円 OFF レシートクーポンをプレゼント！ 
[利用期間 12月末日迄] 
 
■ タワーレコードグランツリー武蔵小杉店 店舗概要 ■ 
店舗名：タワーレコードグランツリー武蔵小杉店 
住所：〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135グランツリー武蔵小杉3階   
オープン日：プレオープン11月21日（金）13:00～21:00/グランドオープン11月22日（土） 
営業時間： 10:00開店 21:00閉店 年間休日：グランツリー武蔵小杉の休業日に準じます 
店舗面積： 94坪 在庫枚数： 約35,000枚 店長： 杉野 瞳 
■タワーレコードグランツリー武蔵小杉店 URL  

http://tower.jp/store/kanto/GrandtreeMusashikosugi 
■タワーレコードグランツリー武蔵小杉店 ツイッター @TOWER_634Kosugi 
 

タワレコフレーム カード（イメージ）


