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 2016 年 1 月 30 日 

 

1st アルバム「モリ↑ガッテヨ」発売記念 
『GOT7×TOWER RECORDS SHIBUYA』スペシャル企画 2/2 より開催決定!! 

 
パネル展やスペシャル店頭抽選会開催！タワーカフェでコラボメニュー＆ドリンク登場！ 
ポスターがもらえる＜GOT7×K-POP LOVERS!＞キャンペーンをタワー全店で開催も！ 

 

タワーレコード渋⾕店では、2 ⽉ 3 ⽇（⽔）に GOT7  1st アルバム「モリ↑ガッテヨ」の発売を記念して、
2 ⽉ 2 ⽇（⽕）より『GOT7×TOWER RECORDS SHIBUYA』スペシャル企画を⾏います。 

また、タワーレコードおよび TOWERmini 全店では、＜GOT7×K-POP LOVERS!＞コラボレーションポスタ
ーを店内に掲出、応募抽選でコンプリートポスターが当たる＜GOT7×K-POP LOVERS!＞キャンペーンを 2 ⽉
2 ⽇（⽕）より開催します。 
 

『GOT7×TOWER RECORDS SHIBUYA』スペシャル企画 
◆GOT7 パネル展開催！ 
【期間】2 ⽉ 2 ⽇(⽕)〜2 ⽉ 8 ⽇(⽉) 【場所】タワーレコード渋⾕店 1F  
【内容】⼤型パネル展⽰ 
 
◆2 ⽇間限定 スペシャル店頭抽選会開催！ 
【期間】2 ⽉ 2 ⽇(⽕)[⼊荷次第スタート〜21:00]〜2 ⽉ 3 ⽇(⽔)[10:00〜16:00] 
【場所】タワーレコード渋⾕店 1F エントランス 
【ご参加⽅法】商品⼊荷時より、特設販売所にて先着で「モリ↑ガッテヨ」を 1 枚ご購⼊ごとに抽選券を 1 枚

差し上げます。抽選券 1 枚で 1 回の抽選会にご参加いただけます。 
【賞品】A 賞：「モリ↑ガッテヨ」発売記念スペシャルイベントご招待券 

[「モリ↑ガッテヨ」発売記念スペシャルイベント：2 ⽉ 3 ⽇（⽔）新⽊場スタジオコーストにて開催] 
    参加賞：オリジナルポストカード 
【スペシャル店頭抽選会詳細】タワーレコード渋⾕店 HP（http://towershibuya.jp） 
◇タワーレコード渋⾕店 特設出張販売所にて、GOT7 1st アルバム「モリ↑ガッテヨ」をはじめ GOT7 関連
商品を販売！[2 ⽉ 3 ⽇（⽔）販売時間 15:00〜17:20 新⽊場スタジオコースト前にて] 
※抽選会にてＡ賞ご当選のお客様に整理番号付きの招待券を差し上げます 
※整理番号はランダムでのお渡しとなります。 
 
◆GOT7×TOWER RECORDS CAFE コラボカフェ期間限定オープン！ 
コラボメニュー＆ドリンクの提供やメンバーをイメージしたテイクアウトドリンクが登場！ 
【期間】2 ⽉ 2 ⽇(⽕)〜2 ⽉ 11 ⽇(⽊・祝) ※詳細は次⾴をご参照ください。 
 

＜GOT7×K-POP LOVERS!＞キャンペーン 
期間中、タワーレコードおよび TOWERmini 全店にて＜GOT7×K-POP LOVERS!＞コラボレーションポスター
を掲出します。また、店頭で掲出されているポスターの絵柄（ロゴも含め 8 種類）をすべて撮影し、Twitter
で応募していただいた⽅の中から抽選で 5 名様に、コンプリートポスターをプレゼント！ 
【期間】2 ⽉ 2 ⽇（⽕）〜2 ⽉ 8 ⽇（⽉） 【掲出店舗】タワーレコードおよび TOWERmini 全店 
※詳細は 3 ⾴をご参照ください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

◆ ご取材ならびにこの件に関するお問い合わせ先 ◆ 
タワーレコード株式会社 広報室 ⾕河（やがわ）、松本、伊早坂 TEL：03-4332-0705  Email：press@tower.co.jp 
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    コースター

◆GOT7×TOWER RECORDS CAFE コラボカフェ◆ 
 
【期間】2 ⽉ 2 ⽇(⽕)〜2 ⽉ 11 ⽇(⽊・祝)  
【営業時間 10:00〜23:00(ラストオーダー22:00) 
【開催店舗】TOWER RECORDS CAFE 
【TOWER RECORDS CAFE HP】http://tower.jp/restaurants/cafe/shibuya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【フード】 
アラウンド・ザ・ガパオ(Spicy meat on rice with fried egg) ￥1,000+税 
ラブトレ あんかけチャーハン(Tianjin-style Crab Omelet Rice) ￥1,000+税 
ラフラフ ビビンバ(Bibimbap) トッポギとチョレギサラダ付 ￥1,000+税 
モリアガッテ ドッグ(Ｈot Ｄog) ￥1,000+税 
 
【ドリンク】 
GOT ur Berry Tea ￥650+税 
O.M.G SODA (GOT7's Mango Orange) ￥650+税 
アガセラテ ￥650+税 
 
【コースタープレゼント】 
コラボフードとコラボドリンクをセットでご注⽂のお客様に、特別価格(1,600
円)でご提供！さらに、コースターをプレゼント！！ 
全 10 種の中からランダムでお渡しいたします。 
 
【テイクアウトドリンク】  
テイクアウトドリンクをご注⽂のお客様には、スペシャルコラボカップでご提供！ 
各￥400（税込） ※カフェ店内への持ち込み不可 
販売時間：10:00〜20:00 
＜マーク＞ 
 Raspberry Orange (ラズベリーオレンジ) 
＜JB＞ 
Blue curacao   G rapefruit (ブルーキュラソーグレープフルーツ) 
＜ジャクソン＞ 
Strawberry  Grapefruit (ストロベリーグレープフルーツ) 
＜Junior＞ 
Caramel Milk(キャラメルミルク) 
＜ヨンジェ＞ 
Mango P ineapple (マンゴーパイン) 
＜ベンベン＞ 
 Melon P ineapple (メロンパイン) 
＜ユギョム＞ 
Grape Calpis (巨峰カルピス) 

（左から）アラウンド・ザ・ガパオ、ラブトレ あんかけチャーハン、ラフラフ ビビンバ(Bibimbap) トッポギとチョレギサラダ付、
モリアガッテ ドッグ、GOT ur Berry Tea、O.M.G SODA、アガセラテ

テイクアウトドリンク
（イメージ） 

スペシャルコラボカップ 
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＜GOT7×K-POP LOVERS!＞キャンペーン！ 
 

期間中、タワーレコードおよび TOWERmini 全店にて＜GOT7×K-POP LOVERS!＞コラボレーションポスター
を掲出します。また、店頭で掲出されているポスターの絵柄（ロゴも含め 8 種類）をすべて撮影し、Twitter
で応募していただいた⽅の中から抽選で 5 名様に、コンプリートポスターをプレゼント！ 

 
■＜GOT7×K-POP LOVERS!＞コラボレーションポスター店頭掲出 
掲出期間：2 ⽉ 2 ⽇（⽕）〜2 ⽉ 8（⽉）  
掲出店舗：タワーレコード・TOWERmini 全店 
※店舗により掲出期間が異なる場合がございます。 
 
■＜GOT7×K-POP LOVERS!＞コンプリートポスタープレゼント 
賞品：＜GOT7×K-POP LOVERS!＞コンプリートポスター 5 名様  
応募期間：2 ⽉ 2 ⽇（⽕）〜2 ⽉ 8 ⽇（⽉） 
応募⽅法：①タワーレコード K-POP の Twitter（@TOWER_Kpop）をフォロー 
          ②店頭で掲出されたポスターの絵柄をすべて撮影（ロゴも含め 8 種類） 
          ③ハッシュタグ「#GOT7TR」を⼊れて撮影した写真をツイート 
当選発表：当選者に DM にて直接ご連絡いたします。 
 
 
 
 

GOT7 1st アルバム「モリ↑ガッテヨ」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【初回⽣産限定盤 A】3 枚組 \6,950(税込) 
通常盤 12 曲⼊り CD+特典 DVD2 枚(初回⽣産限定盤 B とは別内容) 
BOX 仕様/32P 録りおろしフォト歌詞ブックレット封⼊/トレーディングカード 1 枚ランダム封⼊（全 11 種） 
[DVD1 枚⽬]01.GOT7 Showcase “1st Impact in Japan” in 両国国技館 LIVE 
      02.GOT7 Showcase “1st Impact in Japan” in 両国国技館 Document Movie 
[DVD2 枚⽬]03.GOT7 1st Japan Tour 2014 “AROUND THE WORLD” Memberʼs TV 〜Directorʼs edition
〜 
 
【初回⽣産限定盤 B】2 枚組 \5,400(税込) 
16 曲⼊り CD(通常盤 12 曲 + Japanese ver.4 曲)+特典 DVD1 枚(初回⽣産限定盤 A とは別内容) 
BOX 仕様/72P PHOTO BOOK/トレーディングカード 1 枚ランダム封⼊（全 11 種） 
01. モリ↑ガッテヨ making movie、02.AROUND THE WORLD MUSIC VIDEO (Close-up ver.)、 
03.Girls Girls Girls -Japanese ver.- MUSIC VIDEO、04.A -Japanese ver.- MUSIC VIDEO、 
05.Stop stop it -Japanese ver.- MUSIC VIDEO、06.Just right -Japanese ver.- MUSIC VIDEO 
 
【通常盤 初回限定仕様】 \3,200(税込) トレーディングカード 1 枚ランダム封⼊（全 11 種） 
 

 

 

 

 

（左から）「モリ↑ガッテヨ」初回⽣産限定盤A、初回⽣産限定盤B、通常盤 


