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コラボカフェも再び！

“TOWER RECORDS × OLDCODEX”
タワーレコードで 11 大コラボ企画展開！
タワーレコードでは、7 月 26 日（水）に、5th Album「they go, Where?」を発売する＜OLDCODEX＞とコラボレ
ーションし、タワーレコード全店（TOWERmini、TOWERanime、オンライン含む）にて、
『TOWER RECORDS × OLDCODEX』
と題した 11 大コラボレーション企画を展開します。

“TOWER RECORDS × OLDCODEX” 11 大コラボ企画

上：「TOWER RECORDS × OLDCODEX」スペシャルコラボ・ポスター、旧譜キャンペーン特典＜ポストカード＞、別冊「tower+」、特大パネル
下：タワーレコード・オリジナル特典＜ポストカードフォルダー＞、タワレコ・オリジナルカラーT シャツ

その 1：
「TOWER RECORDS × OLDCODEX」スペシャルコラボ・ポスター全店掲出
その 2：タワーレコード店内の開店コール（OLDCODEX ver.）を期間限定で放送
その 3：タワーレコードのフリーマガジン「tower+」の別冊として OLDCODEX 特集号を発行
その 4：タワーレコード・オリジナル特典
その 5：旧譜キャンペーン
その 6：限定店舗で特大パネル展示
その 7：直筆サイン入りコラボ・ポスタープレゼント Twitter 企画
その 8：OLDCODEX OFFICIAL GOODS 2017 T シャツのタワレコ・オリジナルカラー発売
その 9：渋谷店 B1F「CUTUP STUDIO」にてトークイベント開催決定
その 10：OLDCODEX とのコラボカフェ再び！“「they go, Where?」CAFE”期間限定オープン
その 11：オリジナルラベルビールをコラボカフェ限定販売
※各企画の詳細は 2 ページ目をご覧ください。

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）
、伊早坂、松本 TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp

その 1：
「TOWER RECORDS × OLDCODEX」スペシャルコラボ・ポスター全店掲出
「TOWER RECORDS × OLDCODEX」スペシャルコラボ・ポスターを、7 月 25 日（火）～8 月 21 日（月）の期間限定で
タワーレコード全店（TOWERmini、TOWERanime 含む）に掲出します。
その 2：タワーレコード店内の開店コール（OLDCODEX ver.）を期間限定で放送
タワーレコード全店（TOWERmini、TOWERanime 含む）開店時に店内で流れるアナウンスを、7 月 25 日（火）～8 月
7 日（月）の期間、OLDCODEX が担当します。
（開店時間は店舗により異なります）
その 3：タワーレコードのフリーマガジン「tower+」の別冊として OLDCODEX 特集号を発行
タワーレコードのフリーマガジン「tower+」の別冊として、7 月 25 日（火）に OLDCODEX 特集号を発行します。
（各
店無くなり次第配布終了となります）
その 4：タワーレコード・オリジナル特典
タワーレコード全店（TOWERmini、TOWERanime 含む）およびタワーレコード オンラインにて、OLDCODEX「they go,
Where?」（品番：LACA35650、LACA15650）をお買い上げの方に先着で、タワーレコード・オリジナル特典“ポスト
カードフォルダー”を差し上げます。（無くなり次第終了となります）
その 5：旧譜キャンペーン
7 月 25 日（火）より、タワーレコード全店（TOWERmini、TOWERanime 含む）およびタワーレコード オンラインに
て、OLDCODEX の旧譜作品（CD、CD シングル、DVD/Blu-ray ※書籍、アクセサリーは対象外）をお買い上げの方に
先着で、“ポストカード”を差し上げます。（無くなり次第終了となります）
その 6：限定店舗で特大パネル展示
7 月 25 日（火）～8 月 7 日（月）の期間、下記店舗にて特大パネルを展示します。（展示パネルは全て同じです）
＜開催店舗＞
タワーレコード札幌ピヴォ店、下田店、仙台パルコ店、渋谷店、池袋店、新宿店、八王子店、川崎店、イオンレイ
クタウン店、浦和店、アリオ鷲宮店、津田沼店、セブンパーク アリオ柏店、名古屋パルコ店、名古屋近鉄パッセ
店、東浦店、難波店、梅田 NU 茶屋町店、京都店、神戸店、明石店、広島店、福岡パルコ店
その 7：直筆サイン入りコラボ・ポスタープレゼント Twitter 企画
タワーレコード全店（TOWERmini、TOWERanime 含む）にて掲出されている「TOWER RECORDS × OLDCODEX」スペシ
ャルコラボ・ポスターの写真を撮影し、ツイートしていただいた方の中から抽選で 10 名様に、OLDCODEX の直筆サ
イン入りコラボ・ポスターをプレゼントします。
＜応募方法＞
7 月 25 日（火）～8 月 7 日（月）の期間中に、タワーレコードのアニメアカウント（@TOWER_Anime）をフォローの
上、タワーレコード全店（TOWERmini、TOWERanime 含む）にて掲出されている「TOWER RECORDS × OLDCODEX」ス
ペシャルコラボ・ポスターの写真を撮影し、①ポスターを撮影した店舗
②ハッシュタグ「#OCD_tower2017」を
付けてツイートしてください。 ※当選者にはタワーレコードのアニメアカウント（@TOWER_Anime）より DM にてご連絡します。
その 8：OLDCODEX OFFICIAL GOODS 2017 T シャツのタワレコ・オリジナルカラー発売
タワーレコード渋谷店、鈴鹿店、難波店およびタワーレコード オンライン限定で、タワレコ・オリジナルカラー
の“OLDCODEX OFFICIAL GOODS 2017 T シャツ”を発売します。
予約受付開始：6 月 28 日(水)正午
発売日：7 月 25 日（火） ※T シャツは各店数量限定のため、ご予約で満了となる場合があります。
サイズ：S、M、L、[渋谷店限定]XL
※XL は渋谷店限定となり、その他取り扱い店舗およびオンラインでは扱いません。

価格：2,778 円+税
その 9：渋谷店 B1F「CUTUP STUDIO」にてトークイベント開催決定
開催日時：8 月 5 日（土）時間未定
会場：タワーレコード渋谷店 B1F「CUTUP STUDIO」
内容：トークイベント（予定） ゲスト：YORKE.（予定）
参加方法等：7 月 25 日（火）～8 月 3 日（木）の期間中にタワーレコード渋谷店にて、OLDCODEX「they go, Where?」
（品番：LACA35650、LACA15650）を 1 枚お買い上げごと、もしくは、TOWER RECORDS CAFE 渋谷店にて 3,000 円（税
込）ご飲食ごとに、抽選券（抽選番号が記載された用紙）を 1 枚お渡しし、当選した方をご招待します。当選番号
の発表は、8 月 4 日（金）正午、タワーレコード渋谷店 WEB（http://towershibuya.jp/）にて行います。
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その 10：OLDCODEX とのコラボカフェ再び！“「they go, Where?」CAFE”期間限定オープン
開催店舗：TOWER RECORDS CAFE 渋谷店
開催期間：7 月 25 日（火）～8 月 20 日（日）10 時～22 時（LO：21 時）
※混雑時は時間制限（90 分制）および整理券制とさせていただく場合がございます。整理券配布状況は、ツイッター（@TOWER_Shibuya）にて
ご確認ください。
※開催期間中のご予約は承っておりません。
※本リリースに記載の内容は、変更・追加される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

☆特典

ご来店特典：コースター
（全 4 種。1 日ごとに絵柄が変わります）

オリジナルラベルビール購入特典：ポストカード
（全 3 種。ランダムでのお渡しとなり選べません）

コラボカフェにご来店いただいたお客様には、着席時にお一人様につき 1 枚“コースター”を差し上げます。また、
オリジナルラベルビールを 1 点お買い上げごとに 1 枚、完全撮り下ろし絵柄の“ポストカード”を差し上げます。
☆コラボメニュー ※価格はすべて税込です。※画像はイメージです。実際に提供する商品と異なる場合があります。

左から、ロコモコ with サラダプレート、パッタイ、ベリーティラミス＆ミルフィーユのスイーツプレート、ベリー＆キャラメルバナナ・ワ
ッフル

左から、グリーンレーザー by Deal with、ベリーティー、カルーアコーヒー、オリジナルラベルビール

[FOOD]
・ロコモコ with サラダプレート
価格：1,500 円
YORKE.の好きなロコモコ＆サラダ。デミグラスソースでチーズとベーコンをトッピング。
・パッタイ
価格：1,300 円
辛口タイ風焼きそば。山盛りパクチーとレモンが刺激を増す美味しさ。シラチャーソースで辛さを調節して下さい。
[SWEETS]
・ベリーティラミス＆ミルフィーユのスイーツプレート
価格：1,200円
Ta_2が好きなミルフィーユと、YORKE.が好きなベリーティラミスの盛り合わせ。
・ベリー＆キャラメルバナナ・ワッフル
価格：1,200円
Ta_2が好きなワッフルにバニラアイスを添えて。ベリーワッフルと、キャラメル・バナナチップスのワッフル。
[DRINK]
・グリーンレーザー by Deal with 価格：750円
Deal withのグリーンレーザーを表現。メロンシロップ＋オレンジジュース＋オレンジスライス
・ベリーティー 価格：750円
YORKE.が好きなベリーをふんだんに使用した甘酸っぱく爽やかなベリーティー。
・カルーアコーヒー 価格：800円 ※アルコールドリンクとなります。
Ta_2が好きなコーヒーとカルーアリキュールのほろ苦い大人なカクテルにホイップをトッピング。
その 11：オリジナルラベルビールをコラボカフェ限定販売
販売店舗：TOWER RECORDS CAFE 渋谷店 ※店内オーダーとテイクアウト（開栓無し）も可。
販売期間：7 月 25 日（火）～8 月 20 日（日） ※数量限定のため販売期間であっても無くなり次第終了となります。
購入特典：オリジナルラベルビールを 1 点お買い上げごとに 1 枚、完全撮り下ろし絵柄の“ポストカード”差し上
げます。（全 3 種、ランダムでのお渡しとなり選べません）
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