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タワーレコード株式会社

TOWER RECORDS 今年もスヌーピーとコラボ！

『Xmas キャンペーン 2017』11/6（月） スタート
無料のギフトラッピングやコラボグッズ発売などスペシャル企画盛りだくさん

PRESS RELEASE
タワーレコード株式会社（本店所在地：東京都渋谷区 代表取締役社長：嶺脇 育夫 以下タワーレコード）では、
Peanuts Worldwide LLC（米国 NY）とのライセンス契約の下、11 月 6 日（月）～12 月 25 日（月）の期間、タワー
レコード全店（TOWERmini 含む）および、タワーレコード オンラインにて、
“スヌーピー”とコラボレーションした
「Xmas キャンペーン 2017」を開催します。
今年の「Xmas キャンペーン 2017」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プレゼント施策や、
特製のスヌーピーグッズと交換できるポイント施策をはじめ、限定店舗でコラボグッズを発売。また、オリジナル・ギフ
ト BOX（数量限定）にて無料のラッピングサービスも行います。※1
さらに、TOWER RECORDS CAFE 福岡天神店、札幌ピヴォ店の 2 店舗では、
『Sweet Dreams Cafe』と題し期間限定
でコラボカフェも開催※2、
この 2 店とタワーレコード オンラインでしか買えないコラボグッズの販売も決定しました。
※1 タワーレコード オンラインでは、対象商品をご購入いただいた方の商品発送時にギフト BOX を同梱させていただきます。対象商
品など詳しくは特設サイト（http://tower.jp/gift）をご確認ください。
※2 福岡天神店は 10 月 17 日（火）～11 月 19 日（日）
、札幌ピヴォ店は 10 月 17 日（火）～1 月 31 日（水）。コラボカフェ『Sweet
Dreams Cafe』の詳細は、特設サイトをご参照ください。

◇『Xmas キャンペーン 2017』関連サイト
『Xmas キャンペーン 2017』特設サイト：http://tower.jp/xmas17
スヌーピー・コラボグッズ特設サイト

： http://tower.jp/snoopy2017

スヌーピー×TOWER RECORDS CAFE『Sweet Dreams Cafe』特設サイト
： http://tower.jp/article/news/2017/09/29/c101

左より無料オリジナル・ギフト BOX、応募抽選賞品 2 アイテム

『Xmas キャンペーン 2017』メインビジュアル
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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 谷河（やがわ）
、伊早坂、松本
TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp
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◇Xmas キャンペーン 2017 詳細
●プレゼント施策
11 月 6 日（月）～12 月 25 日（月）の期間中、タワーレコード店舗（TOWERmini 含む）
、タワーレコード オンライ
ン（http://tower.jp/）にて、対象商品をお買い上げのお客様に応募抽選で、下記豪華賞品をプレゼントします。
＜賞品＞
①

＜PLAZA＞
Manhattan Portage × PEANUTS バックパック

1 名様（写真左）

Manhattan Portage × PEANUTS メッセンジャーバッグ

1 名様（写真右）

※各アイテム、ミニポーチ付き

②

＜タワーレコード＞
ギフトカード 5,000 円分（1,000 円×5 枚） 30 名様

●タワーレコードメンバーズ限定！ポイントで特製 SNOOPY グッズプレゼント
期間中、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“オリジナル・スライド
オープン・サーモ・タンブラー”（非売品）一点と交換できます。

●無料オリジナル・ギフトラッピングサービス
11 月 6 日（月）～12 月 25 日（月）の期間中、スヌーピーのオリジナル・ギフト
BOX（数量限定）でのラッピングサービスを行います。
※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。
※タワーレコード オンラインでは、対象商品をご購入いただいた方の商品発送時に
ギフト BOX を同梱させていただきます。対象商品など詳しくは特設サイト
（http://tower.jp/gift）をご確認ください。
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◇スヌーピー × TOWER RECORDS コラボグッズ
■発売日：10 月 19 日（木）より順次発売

※店頭は開店時より発売

■スヌーピー × TOWER RECORDS コラボグッズ特設サイト

http://tower.jp/snoopy2017

【タワーレコード札幌ピヴォ店、TOWER RECORDS CAFE 福岡天神店、タワーレコード オンライン限定商品】
■タワーレコード オンライン予約受付開始日：10 月 17 日（火）正午
※TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店、TOWER RECORDS CAFE 福岡天神店は、予約受付対象外となりますので
予めご了承下さい。
[10 月 19 日（木）発売]
スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE ウォールマグ スリーク [価格]1,620 円

[10 月 26 日（木）発売]
スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE T-shirt [サイズ]S、M、L、XL [価格]各 3,240 円（写真左）
スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE ロング T-shirt [サイズ]S、M、L、XL [価格]各 4,320 円（写真右）

[10 月 31 日（火）発売]
スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE カフェオレボール [価格]1,620 円

他予定あり
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【タワーレコード全店（TOWERmini、オンライン含む）取扱商品】
■発売日：11 月 6 日（月）より順次発売

※店頭は開店時より発売

[予約受付なし]

※全店取扱いのコラボグッズなど、この他のコラボグッズについては、発売が決定次第、順次コラボグッズ特設サイト内
にて（http://tower.jp/snoopy2017）情報を公開致します。

[11 月 6 日発売予定]
後日、特設サイト内にて順次公開
[12 月発売予定]
スヌーピー × TOWER RECORDS 雪だるま キーチェーンマスコット [価格]1,620 円

※発売日、価格、仕様、その他の情報が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
※この他のコラボグッズラインナップや発売日などの詳細 についても、順次コラボグッズ特設サイト内にて
（http://tower.jp/snoopy2017）情報を公開いたします。

＜スヌーピー × TOWER RECORDS CAFE『Sweet Dreams Cafe』＞
開催店舗：TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店、TOWER RECORDS CAFE 福岡天神店
開催期間：

TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店
[第 1 弾] 10 月 17 日（火）～12 月 25 日（月）
[第 2 弾] 12 月 26 日（火）～１月 31 日（水）
☆クリスマスウィーク

12 月 5 日（火）～12 月 25 日（月）

営業時間：10 時～20 時（LO：19 時）
Twitter：@trc_sapporopv

Tel：011-241-2344

TOWER RECORDS CAFE 福岡天神店
[第 1 弾] 10 月 17 日（火）～11 月 19 日（日）
営業時間：10 時～22 時（LO：21 時）
Twitter：@trc_fukuoka

Tel：092-738-8711

『Sweet Dreams Cafe』メインビジュアル

スヌーピー×TOWER RECORDS CAFE『Sweet Dreams Cafe』特設サイト
http://tower.jp/article/news/2017/09/29/c101

© 2017 Peanuts Worldwide LLC www.snoopy.co.jp

4

