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今年の WINTER SALE は 40 周年の “スペースインベーダー” とコラボ
タワーレコード『WINTER SALE 2018』11/23（金・祝）スタート！
無料で遊べるスマホ ブラウザゲーム”タワレコインベーダー”も登場。
PRESS RELEASE
タワーレコード株式会社は、11 月 23 日（金・祝）～12 月 31 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、40 周年を迎えた“スペースインベーダー”
とコラボレーションした「WINTER SALE 2018」を開催します。

『WINTER SALE 2018』メインヴィジュアル

“タワレコインベーダー”
プレイ画面イメージ

『WINTER SALE 2018』ショッピングバッグ

今年 2018 年で 40 周年を迎えた世界的大ヒットゲーム “スペースインベーダー”とコラボレーションし
て行われる今回のセールでは、対象商品を 3 枚お買い上げで 20％オフとなる「まとめ買いセール」をはじ
め、期間中 10,000 円（税込）以上お買上げいただいた方に「1,000 円オフクーポン」のプレゼントやご
応募いただいた方の中から総勢 300 名に、豪華賞品を抽選でプレゼントする「WINTER CHANCE！」など、
様々なお得な特典をご用意します。
さらに、スマートフォンで無料プレイができる「タワーレコード×スペースインベーダー オリジナルブ
ラウザゲーム”タワレコインベーダー”」も展開。ゲーム画面をタワーレコード店頭でご提示いただいた方に
「特製スペースインベーダーラムネ」を先着でプレゼントします。
また、タワーレコード店舗とタワーレコード オンラインでは、自宅でゲームセンター気分が楽しめる
「ARCADE 1UP スペースインベーダー」の予約受付を開始。お馴染みのアーケードゲーム筐体を 3/4 ス
ケールでリアルに再現した組み立て式ゲーム機の販売が決定しました。
そして、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スペースイ
ンベーダーが登場。ショッピングバッグも期間中は限定で、スペースインベーダーバージョンになります。
今冬はスペースインベーダーと一緒に冬のビッグ・セールを盛り上げます。

WINTER SALE 2018 特設サイト http://tower.jp/winter18
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① まとめ買いセール
対象商品約 8,000 タイトルが、買えば買うほど
お得になるセールを開催します。
◆タワーレコード店舗
「タワレコチョイス」のシールがついた対象商品を
2 枚お買い上げで 10%オフ！
3 枚以上まとめて買うと 20%オフ！
◆タワーレコード オンライン
まとめ買い対象商品を 3 枚以上お買い上げで 20%オフ！
② クーポン プレゼント
◆タワーレコード店舗

まとめ買いセール 店頭ポスター

セール期間中、10,000 円（税込）以上お買上げの方にもれなく
「1,000 円オフクーポン」をプレゼント！
※クーポン有効期限：2019 年 1 月 31 日（木）まで。
※次回以降のお会計時、5,000 円（税込）以上ご利用時に使用可能なクーポンです。
※ご利用にはタワーレコードメンバーズへのご登録(登録無料)が必要になります。

◆タワーレコード オンライン
10,000 円（税込）以上お買上げ＆エントリーで

サービスレシートで
クーポンを発行

「1,000 円オフオンラインクーポン」をプレゼント！
※次回以降のお会計時、5,000 円（税込）以上ご利用時に使用可能なクーポンです。

③ 豪華賞品プレゼント「WINTER CHANCE!」
タワーレコードメンバーズ限定で、オンライン特設ページからご応募
いただいた方の中から総勢 300 名様に、豪華賞品を抽選で差し上げます。
【応募景品】
タワレコギフトカード&タワレコオンラインショップクーポン
■10,000 円分 各 5 名様⇒合計 10 名様
■5,000 円分 各 20 名様⇒合計 40 名様
■1,000 円分 各 100 名様⇒合計 200 名様

スペースインベーダー×タワレコ
特製コラボグッズ レコードプレーヤー

ARCADE1UP スペースインベーダー 5 名様 ※スペックは次項。
スペースインベーダー×タワレコ 特製コラボグッズ
■レコードプレーヤー 5 名様
■クッション イエロー 5 名様

レッド 5 名様

タワレコ オリジナルグッズ
■ビッグバスタオル 10 名様
■クッション 10 名様
スペースインベーダー×タワレコ
特製コラボグッズ クッション

■ポケット T シャツ 10 名様
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※応募締切：2018 年 12 月 31 日（月）まで。
※ご応募にはタワーレコードメンバーズのアカウント（登録無料）と、メンバーズカード（ポイントカード）番
号のご登録が必要です。カードをお持ちでない方は「タワレコ店舗アプリ」や、店頭にて無料で発行可能です。
※ご当選時、タワレコオンラインショップクーポンを除く賞品は、店頭でのお受け渡しとなります。

④ オリジナルブラウザゲーム
スマホで無料で遊べるタワーレコード×スペースイ
ンベーダー オリジナルブラウザゲーム”タワレコイン
ベーダー”をオンライン「WINTER SALE 特設ページ」
に設置します。インベーダー（横 6x 縦 3）を全滅させ
るとゲームクリアです。
また、タワーレコードとタイトーステーション、それ
ぞれの店舗で異なる特製ノベルティ・コラボレーション
が実現しました。ゲーム画面をタワーレコード店頭で提
示していただいた方に「特製スペースインベーダーラム
ネ」を先着で差し上げます。ラムネは全部で 4 種類、お
好きなデザインをお選びいただけます。

“タワレコインベーダー”プレイ画面イメージ

さらに、同画面を全国のタイトーステーションで提示していただいた方には「スペースインベー
ダー×タワレコ特製缶バッジ」を先着で差し上げます。

特製スペースインベーダーラムネ

スペースインベーダー×タワレコ特製缶バッジ
※角度によってデザインが変わります。

⑤ARCADE 1UP スペースインベーダー 予約受付
11 月 23 日（金・祝）から、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「ARCADE 1UP

スペースインベーダー」のご

予約受付を開始します。商品のお届けは 2019 年 3 月頃を予定しています。
■価格：58,000（税抜）
■筐体サイズ： W483×D584×H1163（mm）
■筐体重量：約 20kg
■電源： AC100V 1A 50/60Hz AC アダプター（同梱）
■消費電力： 30W～100W（音量設定により変化）
＜同時開催＞

ARCADE1UP スペースインベーダー

●タワーレコードメンバーズ限定！ポイント 10 倍！
タワーレコードメンバーズ限定で、お会計の際クーポン提示でタワーレコードベースポイント 10
倍！タワーレコード店舗ではクーポン提示＋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 倍を差し上げます！
［開催期間］11 月 23 日（金・祝）～12 月 2 日（日）
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