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タワレコのセールは今年も“スヌーピー”とコラボ！ 

タワーレコード『WINTER SALE』11/20 スタート！ 
コラボグッズや TOWER RECORDS CAFE 渋谷店とのコラボカフェも 

本日スタートの「Xmas キャンペーン」にはスヌーピーのオリジナル・ギフトラッピングが登場！ 

 
タワーレコードでは、11 月 20 日（金）～2016 年 1 月 11 日（月・祝）の期間、タワーレコード全店（TOWERmi

ni、TOWERanime 含む）および、タワーレコード オンライン※1にて、「WINTER SALE」を開催します。 

今年 65 周年を迎え、12月 4 日（金）には『I LOVE スヌーピー THE PEANUTS MOVIE』が公開となるチャールズ・

シュルツ原作の人気コミック「ピーナッツ」※2のスヌーピーとコラボレーションして行われる今回のセール。今

回のセールの目玉である「Winter Chance！スクラッチカード」は、ハズレなし、 大 1 万円オフのクーポンと

してご利用いただけるほか、スクラッチカードの応募券で応募すると、抽選で“オリジナル・キャリーケース”

などタワレコ特製スヌーピーグッズが当たるチャンスも。 

さらに、オリジナルグッズの販売や、TOWER RECORDS CAFE 渋谷店とのコラボレーションも実施します。 

また、11 月 2 日（月）～12 月 25 日（木）の期間開催する『Xmas キャンペーン』では、対象商品をご購入の方

に応募抽選で豪華賞品が当たるほか、店舗限定でスヌーピーのオリジナル・ギフトラッピングが今年も登場し、

ご希望の方にラッピングのサービス※3も行います。 

セールの詳細は、「WINTER SALE」特設サイト（http://tower.jp/winter15）にてご確認いただけます。 
 

※1 タワーレコード オンラインでは、開催期間や内容が異なることがあります。サイトにてご確認ください。 

※2 PEANUTS（ピーナッツ） 

コミック PEANUTS は、1950 年 10 月 2 日にアメリカの 7 紙で連載がスタートし、現在も 75 ヵ国、21 の言語、2,200 紙で掲載されています。

PEANUTS アニメーションは季節の風物詩となり、多くの商品は文字通りすえての流通チャネルを通して提供されています。PEANUTS は、ポッ

プカルチャーのアイコンとして現代文化に多くの接点を持っています。「Security Blanket（安心毛布）」や「Good Grief（やれやれ）」など

のフレーズは、世界に通じるようになっています。Iconix Brand Group と Charles M.Schulz CreativeAssociates がジョイントベンチャー

で設立した PeanutsWorldwide LLC がプロパティオーナーとして、グローバルでライセンス展開をしています。 

※3 ギフトラッピングは、無料と有料のものがございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                   「WINTER SALE」B1 ポスター（2種）                                 ショッピングバッグ         
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本件に関するお問合せ 

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

     2015 年 11 月 2 日

タワーレコード株式会社

WINTER SALE 特設サイト…http://tower.jp/winter15 [PC/携帯共通] 

★特設サイトにて、WINTER SALE CM が視聴できます。 
 

コラボグッズ特設サイト…http://tower.jp/snoopy2015 
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WINTER SALE 詳細 [開催期間：11/20（金）～2016/1/11（月・祝）] 
 

[店舗限定] 大 1万円オフ！削って当てよう！Winter Chance！スクラッチカード 
 

 

 

 

 

 
 

         Winter Chance！スクラッチカード（イメージ）  オリジナル・キャリーケース  オリジナル・ワイヤレススピーカー 
 

11 月 20 日（金）～2016 年 1 月 11 日（月・祝）の期間中、タワーレコード店舗（TOWERmini、TOWERanime 含む）

にて 3,000 円（税込）以上で 1枚、5,000 円（税込）以上お買上げで 2枚、10,000 円（税込）以上で 5枚、 大

1 万円オフのクーポンとなるスクラッチカードを差し上げます。さらに、スクラッチカードの応募券でご応募い

ただくと、抽選でタワレコ特製スヌーピーグッズなどが当たります。 

●賞品 

 ・オリジナル・キャリーケース        5 名様 

 ・オリジナル・ワイヤレススピーカー    40 名様 

 ・タワーレコードギフトカード 5,000 円分 20 名様 
※クーポン券のご利用は次回お買い物時、1,000 円（税込）以上お買い上げで 1 枚ご利用可能。[使用期間：2016 年 1 月 24 日（日）] 
 

[店舗限定]タワーレコードメンバーズ限定！ポイントで特製スヌーピーグッズがもらえる！ 

 

 

 

 

 

 
 

            【第 1弾 11/20～】         【第 2 弾 12/4～】              【第 3弾 2016/1/1～】 

         オリジナル・ステンレスボトル       オリジナル・トートバッグ       オリジナル・コインケース 
 

11 月 20 日（金）～2016 年 1 月 11 日（月・祝）の期間（第 1弾：11/20～12/3、第 2 弾：12/4～12/31、第 3 弾：

2016/1/1～1/11）タワーレコード店舗（TOWERmini、TOWERanime 含む）のレジにてポイントカードをご提示いた

だくと、1,500 ポイントで特製スヌーピーグッズ一点と交換できます。 
 

※グッズの種類は、第 1～3 弾で異なります。 

※お一人様につき、各グッズ一点までの交換とさせていただきます。 ※グッズは数量限定のため、各グッズ無くなり次第終了となります。 
 

●タワーレコードメンバーズ限定！スマホ用スタンプ、PC 用壁紙、ケータイ待受プレゼント！ 

11 月 20 日（金）正午～2016 年 1 月 11 日（月・祝）の期間、タワーレコードメンバーズ限定でスヌーピーと

のコラボデザインのスマホ用スタンプ（3種）、PC 用壁紙（2種）、ケータイ用待受（2種）をプレゼントします。 
 

※各種 12 月 4日（金）正午更新、スマホ用スタンプは、12 月 25 日（金）正午にも更新されます。 
 

[オンライン限定]応募抽選でタワレコ特製スヌーピーグッズプレゼント！ 

11 月 2 日（月）正午～2016 年 1 月 11 日（月・祝）の期間、スヌーピー×TOWER RECORDS コラボグッズの対象

商品を、一度のお買い物で 3,000 円（税込）以上お買い上げいただくと、応募抽選で 100 名様にタワレコ特製ス

ヌーピーグッズをプレゼントします。※キャンペーン期間内に、上記条件で出荷された方が対象になります。 
 

●「タワレコ手帳 2016」用＜スヌーピー着せ替え表紙＞無料配信！ 

11 月 20 日（金）正午～2016 年 1 月 11 日（月・祝）の期間、「タワレコ手帳 2016」用の＜スヌーピー着せ替え

表紙＞（2種）を、無料で配信します。http://tower.jp/diary/2016/kisekae 
 

下記キャンペーンも同時開催！ 
 

●Xmas キャンペーン 

 

 

 

 

 
                                      小[無料]     中[無料]       大[有料：50 円] 
 

11 月 2 日（月）～12 月 25 日（木）の期間中、対象商品をご購入の方に応募抽選で豪華賞品をプレゼント！さら

に、店舗限定で、スヌーピーのオリジナル・ギフトラッピングでのラッピング・サービス（サイズ大のみ有料 50

円）も行います。※オリジナル・ギフトラッピングは各サイズ無くなり次第終了となります。 
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コラボグッズ特設サイト：http://tower.jp/snoopy2015 
 

＜予約受付＞11 月 2 日（月）正午より予約開始 

＜発売日＞11 月 3 日（火・祝）より順次発売 

＜取扱店舗＞ 

【A】タワーレコード、TOWERmini 全店、タワーレコード オンライン 

【B】タワーレコード オンライン 

【C】タワーレコード渋谷店、池袋店、難波店、タワーレコード オンライン 

【D】タワーレコード札幌ピヴォ店、アリオ札幌店、下田店、仙台パルコ店、郡山店、渋谷店、池袋店、新宿店、

秋葉原店、錦糸町店、TOWERmini 東京駅八重洲口店、TOWERmini 汐留店、TOWERmini ダイバーシティ東京 プラザ

店、ららぽーと立川立飛店、吉祥寺店、町田店、川崎店、グランツリー武蔵小杉店、アリオ橋本店、横浜ビブレ

店、イオンレイクタウン店、浦和店、アリオ鷲宮店、アリオ上尾店、津田沼店、ららぽーと TOKYO-BAY 店、新潟

店、静岡店、ららぽーと磐田店、名古屋パルコ店、名古屋近鉄パッセ店、大高店、鈴鹿店、梅田大阪マルビル店、

難波店、梅田 NU 茶屋町店、あべの Hoop 店、アリオ八尾店、TOWERmini くずはモール店、京都店、神戸店、イオ

ンモール倉敷店、広島店、福岡パルコ店、アミュプラザ博多店、那覇リウボウ店、タワーレコード オンライン 
 

●11 月 3 日（火・祝）発売 

・スヌーピー × TOWER RECORDS ショルダートート [価格]1,500 円+税 [取扱店舗]A 

●11 月 20 日（金）発売 

・スヌーピー × TOWER RECORDS ぬいぐるみ（スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ウッドストック） 

 [価格]スヌーピー、チャーリー・ブラウン 各 2,500 円+税 ウッドストック 1,600 円+税 [取扱店舗]A 

・スヌーピー × TOWER RECORDS サクマドロップ [価格]400 円+税 [取扱店舗]A 

・スヌーピー × TOWER RECORDS カレー（RED 中辛、YELLOW マイルド） [価格]各 450 円+税 [取扱店舗]A 

・スヌーピー × TOWER RECORDS タオル（A、B） [価格]各 800 円+税 [取扱店舗]A 

・スヌーピー × TOWER RECORDS A4 クリアファイル（A、B、C）[価格]各 200 円+税 [取扱店舗]A 

・スヌーピー × TOWER RECORDS 缶バッジ（A、B、C） [価格]各 200 円+税 [取扱店舗]A 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CD ケース [価格]500 円+税 [取扱店舗]A 

・スヌーピー × TOWER RECORDS チケットファイル [価格]500 円+税 [取扱店舗]A 

・スヌーピー × TOWER RECORDS シール [価格]250 円+税 [取扱店舗]A 

・スヌーピー × TOWER RECORDS ボールペン [価格]700 円+税 [取扱店舗]A 

・スヌーピー × TOWER RECORDS ブロックメモ [価格]700 円+税 [取扱店舗]A 

・スヌーピー × TOWER RECORDS スタンプ（A、B） [価格]各 600 円+税 [取扱店舗]A 

・スヌーピー × TOWER RECORDS カレンダー [価格]700 円+税 [取扱店舗]A 

・スヌーピー × TOWER RECORDS パスケース [価格]1,000 円+税 [取扱店舗]A 

・スヌーピー × TOWER RECORDS ミラーキーホルダー [価格]700 円+税 [取扱店舗]A 

・スヌーピー × TOWER RECORDS ティッシュカバー [価格]1,500 円+税 [取扱店舗]D 

・スヌーピー × TOWER RECORDS 腕時計 [価格]4,500 円+税 [取扱店舗]D 

●11 月 27 日（金）発売 

・スヌーピー × TOWER RECORDS T-shirt（ミックスグレー、ブラック） 

 [サイズ]S、M、L、XL [価格]各 3,000 円+税 [取扱店舗]D 

・スヌーピー × TOWER RECORDS T-shirt レディース [サイズ]S、M、L [価格]各 3,400 円+税 [取扱店舗]D       

・スヌーピー × TOWER RECORDS パーカー（ミックスグレー、アイビーグリーン） 

 [サイズ]S、M、L、XL [価格]各 5,000 円+税 [取扱店舗]D 

・スヌーピー × TOWER RECORDS スウェット（ミックスグレー、バーガンディ） 

  [サイズ]S、M、L、XL [価格]各 4,000 円+税 [取扱店舗]D 

・スヌーピー × TOWER RECORDS コーチジャケット [サイズ]S、M、L、XL [価格]各 5,000 円+税 [取扱店舗]B 

●12 月 4 日（金）発売 

・スヌーピー × TOWER RECORDS くつ下 [価格]500 円+税 [取扱店舗]D 

●12 月 17 日（木）発売 

・スヌーピー × TOWER RECORDS スケートボードデッキ [価格]9,000 円+税 [取扱店舗]C 
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      メインヴィジュアル    スヌーピーのハッシュドビーフ with ミートボール    スヌーピーの犬小屋ケーキ 
 

コラボ 3年目となる今年は、総合テキスタイルメーカー“KOKKA”とのタイアップによる装飾でキュートに演出 

された店内で＜スヌーピーのハッシュドビーフ with ミートボール＞や＜スヌーピーの犬小屋ケーキ＞など、ス

ペシャルなコラボメニューの数々をお召し上がりいただけます。 
 

開催店舗：TOWER RECORDS CAFE 渋谷店（タワーレコード渋谷店 2F TEL：TEL：03-3496-3672） 

開催期間：11 月 20 日（金）～12 月 31 日（木） 

営業時間：10 時～23 時（ラストオーダー：22 時） 
・ご入店の際、整理券が必要になる場合がございます。 

・コラボメニューはすべて数量限定となっておりますため、営業時間中であっても無くなり次第提供が終了する場合がございます。 

・コラボメニューは店内でのご提供のみとなります。 

・混雑した場合、時間制限を設けさせていただく場合がございます。 

・貸切等により休業する場合がありますのでご了承ください。 
 

●メニューの詳細などは、決定次第随時タワーレコード渋谷店サイトにて発表します。http://towershibuya.jp/ 
 

 

                                                                       supported by  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜取扱店舗＞タワーレコード渋谷店、TOWER RECORDS CAFE 渋谷店、タワーレコード オンライン 
 

コラボグッズ特設サイト：http://tower.jp/snoopy2015 
 

●11 月 20 日（金）発売 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE マスキングテープ [価格]350 円+税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE プレート [価格]1,500 円+税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE サーモマグ水筒 270ml [価格]2,400 円+税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE コースター（A、B、C） [価格]各 500 円+税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE なべつかみ [価格]1,200 円+税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE ポーチ [価格]600 円+税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE ひざ掛け [価格]3,000 円+税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE ランチクロス（A、B） [価格]各 700 円+税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE A4 クリアファイル [価格]200 円+税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE B6 ノート [価格]500 円+税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE 保存瓶 [価格]800 円+税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE ミニハンドタオル [価格]500 円+税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE カフェオレボール [価格]1,500 円+税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE T-shirt 2015（ブラック、シティグリーン） 

 [サイズ]S、M、L、XL [価格]各 3,000 円+税 

●11 月 30 日（月）発売 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE ステンレスマグ（ホワイト、ブラウン） [価格]各 1,200 円+税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE トートバッグ（グレー、レッド） [価格]各 1,700 円+税 
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