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     2018 年 6 月 8 日 

タワーレコード株式会社 

PRESS RELEASE 

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）、松本、寺浦  

TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp 

今年の夏は “不二家のペコちゃん” とコラボレーション 

タワーレコード『サマーセール 2018』6/22（金）スタート！ 

タワレコ限定ミルキーや、コンピレーション CD などオリジナル企画が満載 
 

 
 

タワーレコード株式会社は、6 月 22 日（金）～7 月 29 日（日）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、”不二家のペコちゃん”とコラボレーションした「サマーセール 2018」

を開催します。 

不二家の人気キャラクターとして、長年愛されてきた “ペコちゃん”とコラボレーションして行われる今回のセール

では、お買い上げ金額に応じ、次回のお会計時にご利用いただける値引きクーポン券、もしくは特製グッズの応募券が

めくって当たるくじを差し上げる“SUMMMER CHANCE くじ プレゼント”をはじめ、特製ペコちゃんグッズと交換で

きるポイント施策など、様々なお得な特典をご用意します。 

さらに、ジャケットにペコちゃんを起用したコンピレーション CD やコラボグッズなど、タワーレコードでしか手に

入らない限定商品を発売します。 

また、期間中の店頭を彩るポスターなどのメインヴィジュアルには、タワーレコード仕様のペコちゃんが登場。ショ

ッピングバッグも期間中は限定で、ペコちゃんバージョンになります。 

今夏は、不二家が生んだ「ミルキーはママの味♪」のキャッチフレーズになぞらえた「タワレコはミュージックの味

♪」を合言葉に、夏のビッグ・セールを盛り上げます。 

 

「サマーセール 2018」特設サイト http://tower.jp/summer18 

「サマーセール 2018」CM 動画 視聴ページ https://youtu.be/M7hoMsFXfTk 
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ペコちゃん × TOWER RECORDS コラボグッズ 

ショッピングバッグ 

「サマーセール 2018」メインヴィジュアル 

特製ペコちゃんグッズ 

http://tower.jp/summer18
https://youtu.be/M7hoMsFXfTk
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◇サマーセール 2018 詳細◇ 

 

●ペロっとめくって！SUMMER CHANCEくじ プレゼント！ 

6 月 22 日（金）～7 月 29 日（日）の期間中、タワーレコード店舗（TOWERmini 含む）および TOWER RECORDS CAFE

にて 3,000 円（税込）以上お買上げで“レッドくじ”、5,000 円（税込）以上お買上げで“シルバーくじ”、10,000 円（税込）

以上お買上げで“ゴールドくじ”を差し上げます。レッド、シルバー、ゴールドの順で、よりオトクな値引きクーポンの当

たる確率が上がります。また、タワーレコード オンラインでのお買い物では、最大 1,000 円オフとなるクーポンが当た

る”イエローくじ”を差し上げます。 

めくって出たクーポンは、くじの種類に関わらずタワーレコード店舗（TOWERmini 含む）およびタワーレコード オン

ラインでご利用いただけます。 

 

  

 

 

 

 

 

⇒「応募券」が出たらタワーレコードメンバーズご登録で豪華抽選に応募できる！ 

特製ペコちゃんミニ冷蔵庫や、タワーレコードギフトカード 5,000 円分、 

オンラインクーポン 5,000 円分などが当たる抽選にご応募いただけます。 

 

※クーポン有効期限＆抽選応募〆切：8 月 31 日（金）まで 

 

 

●タワーレコードメンバーズ限定！ポイントで特製ペコちゃんグッズがもらえる！ 

6 月 22 日（金）～7 月 29 日（日）の期間、タワーレコード店舗（TOWERmini 含む）のレジにてポイント

カードをご提示いただくと、お持ちの 1,000 ポイントと交換で特製クリアボトル一点と交換できます。 

 

※タワーレコード オンラインでも、1,000 ポイントで交換可能です。 

※お一人様につき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、先着でのお渡しにてなくなり次第終了となります。 

 

●“Happy”、“Lucky”がテーマのタワーレコード限定コンピレーション CDが登場！ 

CM や映画などで誰もが一度は聴いたことのある大ヒット曲を収録した、夏のドライブに最適なコ

ンピレーション CD を 2 タイトル同時リリースします。 

■予約受付開始日：6 月 8 日（金）正午 

■発売日：6 月 22 日（金）※店頭は開店時より発売 

洋楽編：『Happy ～ Peko’s Yo-Gaku Collection』（ソニーミュージック） 1,852 円（税抜） 

【収録曲】ファレル・ウィリアムス「ハッピー」、アヴリル・ラヴィーン「ガールフレンド」、 

オアシス「ホワットエヴァー」他 全 18 曲 

邦楽編：『Lucky ～ Peko’s J-Pop Collection』（エイベックス）1,852 円（税抜） 

【収録曲】hitomi「CANDY GIRL」、TRF「BOY MEETS GIRL」、 

Every Little Thing「出逢った頃のように」他 全 16 曲 

※コンピレーション CD は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

ゴールドくじ シルバーくじ レッドくじ イエローくじ（オンライン） 

特製ペコちゃんミニ冷蔵庫 

特製クリアボトル 
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◇ペコちゃん × TOWER RECORDS コラボグッズ◇ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不二家の人気商品「ミルキー」がタワーレコードバージョンになった「タワレコ ミルキー60g」をはじめとした、不二家

のペコちゃんとのコラボグッズを、6 月 22 日（金）よりタワーレコード店舗（TOWERmini 含む）およびタワーレコード オ

ンラインで発売します。 

■ペコちゃん × TOWER RECORDS コラボグッズ特設サイト http://tower.jp/pekogoods 

■予約受付開始日：6 月 8 日（金）正午 

■発売日：6 月 22 日（金）※店頭は開店時より発売 
 

【タワーレコード全店（TOWERmini、オンライン含む）取扱商品】 

ペコちゃん × TOWER RECORDS ミルキー       販売価格 240 円（税抜） 

ペコちゃん × TOWER RECORDS タオル        販売価格 1,100 円（税抜） 

ペコちゃん × TOWER RECORDS 缶バッジ 3 個セット   販売価格 600 円（税抜） 

ペコちゃん × TOWER RECORDS アクリルキーホルダー 販売価格 650 円（税抜） 

ペコちゃん × TOWER RECORDS A4 クリアファイル   販売価格 300 円（税抜） 

ペコちゃん × TOWER RECORDS ボールペン         販売価格 300 円（税抜） 

ペコちゃん × TOWER RECORDS ステッカー      販売価格 300 円（税抜） 

 

【タワーレコード渋谷店、タワーレコード オンライン 限定商品】 

ペコちゃん × TOWER RECORDS T-shirt 3 種（WHITE/BLACK/YELLOW） 販売価格 各 3,800 円（税抜） 

  

※コラボグッズは数量限定のため、なくなり次第終了となります。 

 ※「タワレコ ミルキー60g」は、通常のミルキー味となります。 

 

◇同時開催◇ 

 

●タワーレコードメンバーズ限定 お得なクーポンを配信！ 

タワーレコード オンラインでメンバーズご登録をしていただいたお客様には、お会計時にクーポンのご提示でタワーレコ

ードベースポイントの 10 倍のポイントを付与します。 

さらに、10,000 円（税込）以上のお買上げで、タワーレコードベースポイントの 15 倍のポイントを付与します。 

 

【期間】6 月 22 日（金）～7 月 1 日（日） 

ミルキー 

タオル 缶バッジ 3 個セット アクリルキーホルダー 

A4 クリアファイル 

T-shirt 3 種 
  ステッカー 
ボールペン 

http://tower.jp/pekogoods

