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映画『ボヘミアン・ラプソディ』ブルーレイ&DVD「クイーンの日」（4/17）に発売 

タワレコ全店で応援キャンペーン開催 

限定特典！フリーペーパー配布！コラボカフェで先出し映像を公開！ 

 

 

 タワーレコードでは、映画『ボヘミアン・ラプソディ』ブルーレイ&DVD が「クイーンの日※1」（4

月 17 日）に発売されることを記念して、タワーレコード全店とタワーレコード オンライン、TOWER 

RECORDS CAFEで “ボヘミアン・ラプソディ応援キャンペーン” を開始します。 

 今回のキャンペーンでは、店頭でのコラボポスター掲出をはじめ、限定特典や「別冊 TOWER PLUS

＋」の配布、タワーレコード オンライン上の特設ページなど合計 7 つの企画を実施します。 

 また TOWER RECORDS CAFE 表参道店で開催されるコラボカフェでは映画『ボヘミアン・ラプソ

ディ』ブルーレイ&DVDに収録されている映像特典を特別に先出し上映します。さらにその場で作品を

ご予約いただいた方には、ここでしか手に入らないオリジナル特典をプレゼント。タワーレコードは映

画『ボヘミアン・ラプソディ』のブルーレイ&DVD 発売を全店で応援します！ 

“ボヘミアン・ラプソディ応援キャンペーン” 企画概要 

①マンスリー・タワー・プッシュ コラボポスター掲出 

②ブルーレイ&DVD 購入者対象 タワーレコード店舗限定ダブル特典 

③フリーペーパー「別冊 TOWER PLUS+」配布 

④ブルーレイ&DVD 店舗で 20%OFF オンラインでポイント 15 倍 

⑤タワーレコード オンライン特設ページ開設 

⑥TOWER RECORDS CAFE 表参道店 コラボカフェ企画 

⑦限定グッズ販売 

                                                   

※1 「クイーンが初めて日本に到着した日」として日本記念日協会により 2015 年に認定された。 

詳細は次項へ。 
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“ボヘミアン・ラプソディ応援キャンペーン” 詳細 

①マンスリー・タワー・プッシュ コラボポスター（A2サイズ）掲出 

【掲出期間】4月 5 日（金）～ 4月 30 日（火） 

【掲出店舗】タワーレコードおよび TOWERmini 全店 

 

②タワーレコード店舗限定ダブル特典 

映画『ボヘミアン・ラプソディ』のブルーレイまたは DVD を、タワーレコード店

舗でご購入の方に先着でダブル特典を差し上げます。 

■タワーレコード オリジナル特典：クリアしおり（2 種セット） 

■メーカー特典：アートブック ※先着でのお渡しにて、なくなり次第終了。 

※タワーレコード オンラインでは、メーカー特典アートブックは対象外。 

 

③『ボヘミアン・ラプソディ』が表紙の「別冊 TOWER PLUS＋」配布 

【配布開始日】4月 17日（水） 

※数量限定のため、先着でのお渡しにてなくなり次第終了。 

【配布店舗】タワーレコードおよび TOWERmini 全店 

【サイズ】B5 変形    

 

④ブルーレイ&DVD 店舗で 20%OFF オンラインでポイント 15倍 

タワーレコードでは映画『ボヘミアン・ラプソディ』ブルーレイ&DVD を、予約期間含めた約 1

ヶ月の期間限定で、お買い得な価格またはポイントプレゼントにて販売します。 

【対象期間】4月 5 日（金）～ 5月 6 日（月・祝） 

■タワーレコードおよび TOWERmini 全店、TOWER RECORDS CAFE 表参道店：20％OFF 

■タワーレコード オンライン：ポイント 15 倍 

※＜4K ULTRA HD＋2D ブルーレイ/2 枚組＞仕様については店舗での 20%OFF 対象外。 

 

⑤タワーレコードオンライン特設ページ開設 

本日、映画『ボヘミアン・ラプソディ』の特集ページをタワーレコード オンラインで公開します。 

URL：https://tower.jp/site/artist/queen 

 

⑥3日間限定開催 公式コラボカフェの追加企画発表 

本日より開催される TOWER RECORDS CAFE とのコラボカフェ。すでに話題となっているこのコ

ラボレーションに、さらなる２つの企画が追加発表となりました。 

【開催期間】4月 5 日（金）～4 月７日（日） 

【開催店舗】TOWER RECORDS CAFE 表参道店 

【営業時間】11:00～21:40 ※入場には整理券が必要です。 

入場スケジュールや注意事項など詳しくはこちら https://tower.jp/article/news/2019/03/27/c101 

アートブック 

クリアしおり 

https://tower.jp/site/artist/queen
https://tower.jp/article/news/2019/03/27/c101
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【追加発表企画】 

■どこよりも早く公開、スペシャル先出し胸アツ上映会を開催。 

大画面で”ライヴ・エイド”本編カット版とブルーレイに収録されている映像特典の上映会を開催し

ます。イベント開催の 3日間、毎日上映内容が異なり、『ボヘミアン・ラプソディ』ブルーレイ&DVD

の中身をどこよりも早くご覧いただけます。声や拍手も OK な応援上映で、盛りあがること間違い

なしです。 

＜3 日共通試写映像＞ ”ライヴ・エイド”本編カット版 

<日替わり先出し試写> 4 月５日（金）：ラミ・マレック～フレディになるまで～ 

４月６日（土）：よみがえるレガシー 

４月７日（日）：”ライヴ・エイド”をもう一度 

※当日配布する入場整理券に記載されたご利用時間内で各回上映します。※”ライヴ・エイド”本編カット版

は本編の”ライヴ・エイド”シーンのみの上映となります。※お席はお選びいただけません。 

 

■表参道店限定！映画『ボヘミアン・ラプソディ』ブルーレイ&DVD 予約特典 

特典その 1 ボトルオープナー or ピンバッジ <先着 各 50名> 

開催期間中、TOWER RECORDS CAFE 表参道店で映画『ボヘミアン・ラプソディ』のブルーレイ

または DVD をご予約された方に先着特典として、ボトルオープナーまたはピンバッジのいずれか

をその場でお渡しします。 

 

※ご予約された方のみ１枚につきどちらかお一つ 

お渡しします。 

※ボトルオープナーかピンバッジ、お好きな方を 

お選びいただけます。 

※先着でのお渡しにて、なくなり次第終了です。 

 

 

特典その２ タワーレコード予約特典 

タワーレコード限定ダブル特典のクリアしおり（2 種セット）とアートブックも先着でお渡し。 

 

特典その３ スペシャルイベントにご招待 

TOWER RECORDS CAFE 表参道店で映画『ボヘミアン・ラプソディ』ブルーレイまたは DVD を

ご予約された方の中から抽選で、4 月 17 日（水）都内某所で開催される映画『ボヘミアン・ラプ

ソディ』スぺシャルイベントにペア 30 組（60名様）をご招待します。 

※グッズ購入/店内観覧/ブルーレイ＆DVD のご予約はカフェをご利用の方のみに限らせていただきます。 
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⑦限定グッズ販売 

「Tower Records Exclusive Goods！」と称したタワーレコード限定のグッズを発売。クールでロ

ックなタワレコエクスクルーシブなアイテムを取り揃えました。この他にも様々な関連グッズを販

売予定です。 

【発売日時】店頭：4 月 5 日（金）各店の開店時刻より 

オンライン：4月 5 日（金）午前 0 時より 

 

【取扱い店舗】タワーレコード渋谷店、新宿店 

TOWER RECORDS CAFE 表参道店 

タワーレコード オンライン 

 

【商品ラインアップ】画像上から右下へ 

■We're All Legends T-shirt（S、M、L、XL サイズ） 

 各 4,500 円＋税 

■Fortune Favours The Bold T-shirt（S、M、L、XL サイズ） 

 各 4,500 円＋税 

■We Will Rock You Mug 

2,000 円＋税 

■Crest Logo Tour '75 Mug 

2,000 円＋税 

※各商品のご購入上限はお一人様 5 点までです。 

 

 

 

 

商品情報 

タイトル：『ボヘミアン・ラプソディ』 

発売日：4月 17 日（水） 

仕様・＜DVD＞ 

品番: FXBA-87402  価格: 3,800 円+税 

・＜ブルーレイ＆DVD/2 枚組＞ 

品番：FXXF-87402 価格:4,700円+税 

・＜4K ULTRA HD＋2D ブルーレイ/2 枚組＞ 

品番：FXHA-87402 価格:6,990円+税 

(C)2019 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved. 


