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音楽フェスに出かける人を応援する スヌーピーとのコラボ企画 

タワレコ「夏フェスキャンペーン 2019」開催 

限定グッズ発売、公式ゲームアプリのイベント実施 
 

 

 

 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、6 月 21 日（金）～９月 8 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、“スヌーピー”とコラボレーションした

「夏フェスキャンペーン 2019」を開催します。 

このキャンペーンでは、コラボグッズの販売をはじめ、

特製のスヌーピーグッズと交換できるポイント施策やア

プリゲームでのコラボイベントを実施。また、タワーレコ

ードのスタッフが選曲した夏にぴったりのコンピレーシ

ョン CD の販売も決定しています。 

 今年は「音楽と共に夏を楽しむ」をテーマに、タワーレ

コードならではの夏フェス体験を提案していきます。 

 

タワーレコード オンライン「夏フェスキャンペーン 2019」特設サイト tower.jp/fes19 

 

「夏フェスキャンペーン 2019」実施概要 

① スヌーピー × TOWER RECORDS コラボグッズ 発売 

② メンバーズ会員限定 ポイント交換でスヌーピー特製グッズ プレゼント 

③ スヌーピー公式ゲームにてコラボイベント開催 

④ 夏フェス出演アーティストの特設コーナー設置 

⑤ 夏にぴったりのオリジナル・コンピレーション CD 発売 
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① スヌーピー × TOWER RECORDS コラボグッズ 発売 

■発売日    ：6 月 21日（金） 

■予約受付開始日時   ：6 月 13日（木）正午 

■コラボグッズ取扱い店舗 ：タワーレコード全店／タワーレコード オンライン（http://tower.jp） 

      ※一部グッズは渋谷店、新宿店、オンライン限定。 

■コラボグッズ専用ページ ：https://tower.jp/snoopy19 

■商品ラインナップ  

＜タワーレコード全店／タワーレコード オンライン 取扱いグッズ＞ 

【6月 21日（金）発売】画像左上から右下へ。 

・スヌーピー × TOWER RECORDS ぬいぐるみ          3,500 円＋税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS タオル            1,200 円＋税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS A4 クリアファイル       各 200 円＋税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS トートバッグ         1,500 円＋税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS クリアトートバッグ      1,800 円＋税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS ダイカットステッカー3 枚セット 400 円＋税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS ボールペン           300 円＋税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS マスキングテープ        600 円＋税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS CD ケース            600 円＋税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS チケットファイル        600 円＋税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS ネックストラップ       1,200 円＋税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS ボトル            3,500 円＋税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS クリップマグネット       600 円＋税 

http://tower.jp/
https://tower.jp/snoopy19
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【７月 19日（金）発売】画像左から右へ。 

・スヌーピー × TOWER RECORDS くつ下         各 600 円＋税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS スマホリング      1,200 円＋税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS ひんやりマフラータオル 1,500 円＋税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS 缶バッジ 3 個セット    750 円＋税 

 

 

 

 

 

 

【8月 16日（金）発売】 

・スヌーピー × TOWER RECORDS ぬいぐるみバッジ 600 円＋税 

 

＜タワーレコード渋谷店、新宿店／タワーレコード オンライン限定グッズ＞ 画像左から右へ。 

【6月 21日（金）発売】 

・スヌーピー × TOWER RECORDS T-shirt ホワイト［サイズ］S、M、L、XL 3,000 円＋税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS T-shirt ブラック［サイズ］S、M、L、XL 3,000 円＋税 

・スヌーピー × TOWER RECORDS ウッドストック T-shirt アイビーグリーン 

［サイズ］S、M、L、XL 3,000 円＋税 

【7月 19日（金）発売】 

・スヌーピー × TOWER RECORDS ローキャップ             2,200 円＋税 

 

② メンバーズ会員限定 ポイント交換でスヌーピー特製グッズ プレゼント ※画像はイメージ。 

期間中、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、先着で 1,000 ポイントと特製スヌーピーグッズ

（非売品）一点とを交換できます。 

■第一弾 ＜6 月 21 日（金）～ 7月 25 日（木）＞ クリアボトル 

■第二弾 ＜7 月 26 日（金）～ 9月 8 日（日）＞ ランチトート 



 

4 
© 2019 Peanuts Worldwide LLC www.snoopy.co.jp 

 

③ スヌーピー公式ゲームにてコラボイベント開催 

下記の各期間、2 つのゲームアプリ内でタワーレコー

ドのモチーフが登場するコラボイベントを開催します。 

■「スヌーピーライフ」 

＜6 月 24 日（月）～ 7 月 3 日（水）＞ 

■「SNOOPYドロップス」 

＜8 月 22 日（木）～ 8 月 29 日（木）＞ 

※イベント開催期間は変更される場合があります。 
 

④ 夏フェス出演アーティスト特設コーナー設置 

タワーレコード店舗では期間中、「 FUJI ROCK 

FESTIVAL 19」、「SUMMER SONIC 2019」、「RISING 

SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO」、「ROCK IN 

JAPAN FESTIVAL 2019」といった夏フェスに出演す

るアーティストの作品やその関連商品を集積したコー

ナーを設置します。 
 

⑤ オリジナル・コンピレーション CD発売 

タイトル：ハピネス・イズ・サマー（SICP-6100） 

発売日 ：6 月 19日（水）価格 ：1,800 円（税抜） 

オリジナル特典：アナザージャケットステッカー 

 
 

1. ノー・ブレイナー / DJ キャレド feat.ジャスティン・ビーバ
ー 

2. ハッピー / ファレル・ウィリアムス 
3. ホワット・メイクス・ユー・ビューティフル / ワン・ダイレ
クション 

4. ガールフレンド / アヴリル・ラヴィーン 
5. アイ・キャン・シー・クリアリー / ジミー・クリフ 
6. シャイ・ガイ / ダイアナ・キング 

7. ヒップス・ドント・ライ feat. ワイクリフ・ジョン / シャキ
ーラ 
8. ボラーレ / ジプシー・キングス 

9. コンガ! / マイアミ・サウンド・マシーン 
10. コパカバーナ / バリー・マニロウ 
 

 

11. ヴァーチャル・インサニティ / ジャミロクワイ 
12. オール・バウト・ザ・マネー / メイヤ 
13. ワーク・フロム・ホーム feat. タイ・ダラー・サイン / フ

ィフス・ハーモニー 
14. ウォーターフォールズ / TLC 
15. ユー・ガッタ・ビー / デズリー 

16. キリング・ミー・ソフトリー・ウィズ・ヒズ・ソング / フ
ージーズ 
17. アイ・ウォント・イット・ザット・ウェイ / バックストリ

ート・ボーイズ 
18. 恋は手さぐり / ホイットニー・ヒューストン 
19. セプテンバー / アース・ウインド&ファイアー  
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● 参考：PEANUTS とは 

チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950 年。

「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、

スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残して

きました。「ピーナッツ」のアニメ特番や帯番組は、米国では ABC のほか、アニメ専門チャンネル

の Cartoon Network や boomerang、カナダでは Family Channel、そして世界規模では YouTube

の WildBrain のネットワークなど、主要ネットワークやストリーミングサービスで放送されていま

す。また、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクショ

ン、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載

されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに 2018

年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。

このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEM への情熱を啓発するよう次世代の子

供たちに向けてデザインされたプログラムです。「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知

的財産権は、DHX Media（トロント証券取引所：DHX；ナスダック：DHXM）が 41%、株式会社

ソニー・ミュージックエンタテインメントが 39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%

を保有しています。 

 

●「PEANUTS（ピーナッツ）」関連 URL 

・日本の「SNOOPY（スヌーピー）」公式ウェブサイト 

http://www.snoopy.co.jp/ 

・日本の「SNOOPY（スヌーピー）」公式 Facebook ページ「Snoopy Japan」 

https://www.facebook.com/SnoopyJapan 

・日本の「SNOOPY（スヌーピー）」公式 Twitter アカウント「Snoopy Japan」 

https://twitter.com/snoopyjapan 

http://www.snoopy.co.jp/
https://www.facebook.com/SnoopyJapan
https://twitter.com/snoopyjapan

