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おそ松さん × タワーレコードキャンペーン 
グッズやコラボカフェなど、スペシャルな企画がいっぱい！ 

 

 

タワーレコードでは、3 月 14 日（月）～5 月 8 日（日）の期間、TV アニメ『おそ松さん』とコラボレーションし

た「おそ松さん × タワーレコードキャンペーン」を開催、コラボレーショングッズの発売（詳細は 3、4 ページ目

をご覧ください）や、3 月 16 日（水）～5 月 8 日（日）の期間限定で TOWER RECORDS CAFE（渋谷店、表参道店）に

て『おそ松さん × TOWER RECORDS CAFE』（完全事前予約制・詳細は 5～7ページをご覧ください）をオープンするな

ど、さまざまな企画を展開します。 

また、メインヴィジュアルは、株式会社ぴえろ公式描き起こしイラストとなっており、期間中店頭で掲出されるキ

ャンペーンポスターをはじめ、コラボグッズなどにも使用しています。 

 詳細は 2ページ目以降をご覧ください。 

ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会 

 

おそ松さん × タワーレコードキャンペーン特設サイト http://tower.jp/osomatsusan 

 

 

 

◆取材、情報掲載に関するお問合せ 

タワーレコード株式会社広報室 谷河、伊早坂、松本 TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp 
 

◆発売後の店頭のグッズ在庫状況に関するお問い合わせ 

各店舗にお問い合わせください。 タワーレコード店舗一覧 http://tower.jp/store/ 
 

◆タワーレコード オンラインのグッズ販売について 

在庫状況に関してはサイトをご確認ください。 http://tower.jp/osomatsusan 
※「ご予約」および「在庫あり」「在庫わずか」の商品でも、ご注文完了までに完売する場合がございます。あらかじめご了承ください。 
 

◆カフェのご予約状況 

おそ松さん × タワーレコードキャンペーン特設サイトをご確認ください。 http://tower.jp/osomatsusan 

     2016 年 3 月 3 日

タワーレコード株式会社
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 おそ松さん × タワーレコードキャンペーン 詳細  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会 

 

おそ松さん × タワーレコード         特製おそ松さん     上：「NO ANIME, NO LIFE.」オリジナルポストカード  

      キャンペーンポスター        オリジナルボトル（非売品）  下：タワーレコード・クーポン（おそ松さん ver.） 

 

[店舗限定]タワーレコードメンバーズ限定！ポイントで特製おそ松さんグッズプレゼント！ 
 

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、1,000

ポイントで“特製おそ松さんオリジナルボトル”（非売品）1点と交換できます。 
 

※お 1人様につき、1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、無くなり次第終了となります。 
 

タワーレコードオリジナル特典 
 

期間中、タワーレコード全店（TOWERmini、TOWERanime、オンライン）にて、対象の CD、DVD/Blu-ray をお買い上げ

のお客様に先着で“「NO ANIME, NO LIFE.」オリジナルポストカード”プレゼントします。 
 

開店コール（おそ松さん ver.）を期間限定で放送 
 

タワーレコード全店（TOWERmini、TOWERanime 含む）開店時に店内で流れるアナウンスが、3 月 15 日（火）～28 日

（月）の期間中「おそ松さん」ver.（イヤミ[CV：鈴村健一]、トト子[CV：遠藤綾]）になります。（開店時間は店舗

により異なります） 
 

[TOWERanime 限定]クーポンプレゼント 
 

3 月 18 日（金）～21 日（月・祝）の期間限定で、TOWERanime 全店で 4,000 円（税込）以上お買上げのお客様に先着

で“タワーレコード・クーポン（おそ松さん ver.）”を差し上げます。 
 

クーポンご利用可能期間：4月 1日（金）～30 日（土） 

クーポンご利用条件：3,000 円(税込)以上お買い上げで 300 円(税込)オフ 
 

[一部店舗限定]フォトプリントマシーン展開 
 

3 月 14 日（月）～5 月 8 日（日）の期間、下記店舗にて設置のフォトプリントマシーンにて、「おそ松さん」フォト

フレーム（全 8種）を展開します。 
 

 

設置店舗： タワーレコード苫小牧店、アリオ札幌店、仙台パルコ店、秋田店、郡山店、渋谷店、新宿店、錦糸町店、

川崎店、グランツリー武蔵小杉店、横浜ビブレ店、イオンレイクタウン店、千葉店、津田沼店、柏店※、上田店、 

静岡店、名古屋パルコ店、鈴鹿店、泉南店、難波店、梅田 NU 茶屋町店、あべの Hoop 店、神戸店 
 

※柏店は 3月 31 日（木）で閉店となります。 
 

[タワーレコード メンバーズ限定]スマホ用壁紙をタワーレコード メンバーズ限定プレゼント！ 
 

3 月 14 日（月）正午～5 月 8 日（日）の期間、タワーレコード メンバーズ限定で特設サイト

（http://tower.jp/osomatsusan）よりスマホ用壁紙をプレゼントします。 
 



 3

○おそ松さん × TOWER RECORDS コラボグッズ 
 

予約受付開始：3月 9日（水）13 時～ [http://tower.jp/osomatsusan] 

発売日：3月 16 日（水） 予約にて販売予定数に達したタイトルの店頭販売はございません。 
 

※ご予約予定のお客様は、事前にタワーレコード オンラインのアカウント登録が必要となります。事前のアカウント登録をお願

いいたします。 

※お一人様、各タイトルにつき 2個までのご予約（ご購入）とさせていただきます。 

※全ての商品は数量限定となります。品切れの場合はご容赦願います。 

※店舗での商品ご予約および取り置きをご希望の方は下記注意事項もあわせてご確認ください。 

※TOWER RECORDS CAFE 表参道店は店頭販売のみとなり、ご予約は承っておりません。 

※第 2弾のコラボグッズを 4月上旬に発表予定です。 
 

おそ松さん × TOWER RECORDS コラボグッズ、おそ松さん × TOWER RECORDS CAFE コラボグッズ共通 

実店舗（オンライン除く）での商品ご予約に関してのご注意 
 

※商品のご予約に関しては、タワーレコード オンラインの「ネット de カクホ」（http://tower.jp/store/torioki）を使用した

WEB 予約のみでの受け付けとなります。店頭、電話では受け付けておりませんのでご注意ください。 

ご注文は、おそ松さん × タワーレコードキャンペーン特設サイト（http://tower.jp/osomatsusan）からお願いいたします。 

※実店舗（オンライン除く）での商品ご予約期間は、3月 9日（水）13 時～3月 14 日（月）24 時までとなっております。 

※実店舗（オンライン除く）での商品ご予約のお客様に届くご注文受付メールは、商品予約を確定するものではございません。

ご注文商品の予約の可否は、追ってご連絡となります。注文商品の予約の可否のメールの送付にはお時間をいただきますのであ

らかじめご了承ください。（予約数が満了になった場合はキャンセルとさせていただきます。） 

※商品確保、キャンセルの際はメールにてお知らせしますので、迷惑メールなどの設定をされている方は、 

@towerrecords.co.jp、 @tower.co.jp のドメイン指定受信の設定をお願いします。 

※商品のお受け取り場所は、お客様がご指定された店舗のみとなります。配送は行っておりません。 

※お取り置き期間は、入荷のご連絡後 1 週間です。それ以降はキャンセルとさせていただきます。 

※予約にて販売予定数に達したタイトルの店頭販売はございません。（各店舗により、予約状況が異なりますのでご注意ください） 

※TOWER RECORDS CAFE 表参道店はお買い物のみでのご入店が不可となっております（ご入店は WEB 予約でのみ受付。詳しくは 5

ページ目をご確認ください）。また、コラボグッズは、発売日からの店頭販売のみとなり、ご予約、お取り置きは承っておりませ

ん。 

実店舗（オンライン除く）での取置きに関してのご注意 
 

※発売日以降は店頭販売のみとなります。商品取置き、WEB 取置き、電話受付、店頭受付は承っておりません。 
 

●タワーレコード全店（TOWERmini、TOWERanime、オンライン含む）取扱い商品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会 

写真 1段目左から：タオル、ブロックメモ、A4 クリアファイル 

写真 2段目左から：アクリルキーホルダー（おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松）、トートバッグ 

写真 3段目：缶バッジ 6 個セット 
 

・おそ松さん × TOWER RECORDS タオル [価格]800 円+税 

・おそ松さん × TOWER RECORDS ブロックメモ [価格]600 円+税 

・おそ松さん × TOWER RECORDS A4 クリアファイル [価格]200 円+税 

・おそ松さん × TOWER RECORDS トートバッグ [価格]1,750 円+税 

・おそ松さん × TOWER RECORDS アクリルキーホルダー（おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松） 

  [価格]各 550 円+税 

・おそ松さん × TOWER RECORDS 缶バッジ 6個セット [価格]950 円+税 
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●タワーレコード渋谷店、池袋店、新宿店、秋葉原店、ららぽーと立川立飛店、川崎店、名古屋近鉄パッセ店、 

梅田 NU 茶屋町店、京都店、TOWER RECORDS CAFE 表参道店、タワーレコード オンライン 取扱い商品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会 

 

写真上：ヘッドホン（左から：おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松）    

写真下：T-shirt（おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松）、T-shirt ブラック 
 

・おそ松さん × TOWER RECORDS ヘッドホン（おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松） 

 [価格]各 6,500 円+税 

・おそ松さん × TOWER RECORDS T-shirt（おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松、トド松） 

[サイズ]S、M、L、XL [価格]各 3,000 円+税 

・おそ松さん × TOWER RECORDS T-shirt ブラック [サイズ]S、M、L、XL [価格]3,000 円+税 
 

 

○おそ松さん × TOWER RECORDS CAFE コラボグッズ 
 

予約受付開始：3月 9日（水）13 時～ ※3 ページ目に記載の店舗での商品ご予約及び取置きに関してのご注意を必ずご確認ください。 

発売日：3月 16 日（水） 

取扱店舗：タワーレコード渋谷店、川崎店、京都店、TOWER RECORDS CAFE 表参道店、タワーレコード オンライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会 

左から：T-shirt サンドカーキ、T-shirt アイビーグリーン 

上左から：A5 クリアファイル、マグカップ  下左から：A4 クリアファイル、サーモボトル 
 

 

・おそ松さん × TOWER RECORDS CAFE T-shirt サンドカーキ [サイズ]S、M、L、XL [価格]3,000 円+税 

・おそ松さん × TOWER RECORDS CAFE T-shirt アイビーグリーン [サイズ]S、M、L、XL [価格]3,000 円+税 

・おそ松さん × TOWER RECORDS CAFE マグカップ [価格]1,000 円+税 

・おそ松さん × TOWER RECORDS CAFE サーモボトル [価格]2,400 円+税 

・おそ松さん × TOWER RECORDS CAFE A5 クリアファイル [価格]200 円+税 

・おそ松さん × TOWER RECORDS CAFE A4 クリアファイル [価格]200 円+税 
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○おそ松さん × TOWER RECORDS CAFE 
 

開催期間：3月 16 日（水）～5 月 8 日（日） 

※第 1 弾：3月 16 日（水）～4 月 13 日（水）、第 2 弾：4月 14 日（木）～5月 8日（日） 

第 1弾、第 2弾で提供するメニューが異なります。第 2弾メニューは 4月上旬の発表を予定しています。 
 

開催店舗： 

○TOWER RECORDS CAFE 渋谷店（タワーレコード渋谷店 2F） 

TEL：03-3496-3672 営業時間：10 時～21 時 45 分（完全事前予約制/各回 75 分）  
 

○TOWER RECORDS CAFE 表参道店 

TEL：03-5778-9491 営業時間：11 時～22 時 45 分（完全事前予約制/各回 75 分）  
 

＜2 店舗共通諸注意事項＞ 
※ご入店は WEB での完全事前予約制（先着順）となり、各回 75 分制とさせていただきます。 

※多くのお客様にメニューをお楽しみいただけるよう、各メニュー食数制限を設けさせていただきます。 

※渋谷店、表参道店で提供するメニューが異なります。 

※各メニュー、1日の提供数に限りがありますので、営業時間中であっても提供終了となる場合がございます。 

※コラボメニューは店内での提供のみとなります。 

※天災や災害、トラブル等により、内容の変更または中止となる場合がございます。 

※本リリースに記載の内容は、変更・追加される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
 

＜ご予約に関して＞ 

第 1弾のご予約受付は、3月 9日（水）13 時より、 

「おそ松さん × タワーレコードキャンペーン特設サイト」（http://tower.jp/osomatsusan）にて開始いたします。 
 

※ご予約に関しては各回先着順での受付となります。 

※お電話でのご予約、キャンセル、空席確認はお受けしておりません。 

※お申込みは、1日（ご来店希望日）につき、お一人様 1回までとさせていただきます。 

※1予約につき 4席（名）までご予約いただけます。その際、必ずご来店いただける人数にてご予約をお願いします。 

※ご予約者本人のご来店は必須となります。 

※1日に複数のお申込みが確認できた場合は、入店をお断りする場合があります。 

※各日前日までのご予約とさせていただきます。 

※ご予約いただいた時間帯によっては、各メニュー数に限りがございますので、品切れとなっている場合がございます。 

※ご予約いただいた指定の入店時間内のみ、ご利用が可能となります。 

※第 2弾のご予約については、4月上旬にご案内を予定しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会 
 

                 おそ松さん名刺（全 6 種）                             オリジナルコースター（全 6 種） 
 

●コラボカフェ特典その 1：おそ松さん名刺（全 6種） 

TOWER RECORDS CAFE 各店舗にて、フード、スイーツメニューのいずれかをご注文のお客様に先着で、1オーダーにつ

き 1 枚“おそ松さん × TOWER RECORDS CAFE 限定 おそ松さん名刺”をプレゼントします。（絵柄はランダムでのお

渡しとなり、選べません） 
 

●コラボカフェ特典その 2：おそ松さん × TOWER RECORDS CAFE 限定オリジナルコースター（全 6 種） 

TOWER RECORDS CAFE 各店舗にて、ドリンクメニューをご注文のお客様に先着で“おそ松さん × TOWER RECORDS CAFE

限定オリジナルコースター”をドリンクとあわせて提供します。（絵柄はランダムでのお渡しとなり、選べません） 
 

●コラボカフェ特典その 3：ディスプレイプレゼント抽選券 

TOWER RECORDS CAFE 各店舗にて税込 3,000 円のご注文ごとに 1枚、ディスプレイプレゼント抽選券を差し上げます。 
 

※店内で提供しているコラボメニューが対象となります。  ※当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。 
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○TOWER RECORDS CAFE 渋谷店（タワーレコード渋谷店 2F） 

 TEL：03-3496-3672 営業時間：10時～21 時 45 分（完全事前予約制/各回 75 分） 
※お一人様につき、フード、スイーツ、ホットドリンク、コールドドリンクより各 1 食ずつ、最大 4 食までのオーダーとさせて

いただきます。 

※お会計は、ご予約いただいたグループごととなります。 

※5ページ目の 2店舗共通注意事項もご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会 
 

写真上左から：おそ松の「お兄ちゃん大好き！競馬場のもつ煮込み風マツバヤシライス」、カラ松の「肉を肉で巻いて食べる魚に愛をしたため

たホットドッグ」、チョロ松の「正直者のあなたに…阿修羅の沼チョムライス」、松野家の冷蔵庫の中で冷えてるドリンク 
 

写真下左から：一松の「I♡コンセント事変ケーキ」、十四松の「ありが特大ホームランケーキ」、トド松の「今度は一緒に登ろっか♡富士山ケー

キ」、エスパーニャンコラテ、松野ラテ松 
 

[FOOD]各 1,481 円＋税 

・おそ松の「お兄ちゃん大好き！競馬場のもつ煮込み風マツバヤシライス」 

おそ松兄さん（＋イヤミ）が大好きなあの競馬場のもつ煮込みを忠実にハヤシライスで再現！！長男カラーのケチャ

ップライスとともに召し上がれ！ 
 

・カラ松の「肉を肉で巻いて食べる魚に愛をしたためたホットドッグ」 

ソーセージに生ハムが巻かれた“肉食系肉”カラ松の愛が込められしホットドッグ。ラブレターで釣った魚のフリッ

トを添えて松野家大好きポテチもつけちゃう家族想いの一品。 
 

・チョロ松の「正直者のあなたに…阿修羅の沼チョムライス」 

あのデリバリーコントが再び！？デミソースの沼から現れたチョロ松のお気に入りオムライス、通称“チョムライス”

を前にあなたは正直者になれるかな！？ 
 

[SWEETS]各 1,018 円＋税 

・一松の「I♡コンセント事変ケーキ」 

おそ松さん第16 話『一松事変』をイメージしたレアチーズケーキ。ビューティーコンセンツを食べて一松と一緒に

正しいカラ松のやり方を勉強するための一品。 
 

・十四松の「ありが特大ホームランケーキ」 

おそ松さん第9 話『十四松の恋』をイメージした十四松のリストバンド型ロールケーキ。甘くてちょっぴり切ないス

イーツ… 
※ロールケーキは特大ではありません。 
 

・トド松の「今度は一緒に登ろっか♡富士山ケーキ」 
おそ松さん第 14 話『トド松のライン』で暴露されたトド松の富士山を 1 人で登頂した記念スイーツ。ほんのり春の

訪れを感じさせるさくら風味のケーキを召し上がれ♡ 
 

[DRINK]各 694 円＋税 

・エスパーニャンコラテ 

一松の相棒・エスパーニャンコのラテ。 
 

・松野ラテ松 

タワーレコードとおそ松さんのコラボを記念したラテ。 
 

・松野家の冷蔵庫の中で冷えてるドリンク 

いつも6つ子がお菓子と共に飲んでいるドリンクを厳選。松野家特製カップに入ったお好きな自意識ライジング…で

はなくドリンクをどうぞ♡ 
※ドリンクは、オレンジジュース、グレープフルーツジュース、コーラ、ジンジャーエール、アイスコーヒー、アイスティー、ウーロン茶から

お選びいただけます。 
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○TOWER RECORDS CAFE 表参道店（TEL：03-5778-9491） 

営業時間：11 時～22 時 45 分（完全事前予約制/各回 75 分） 
※お一人様につき、フード、スイーツは各 1食ずつ、ドリンクは 2 杯まで、最大 4食のオーダーとさせていただきます。 

※コラボグッズについては、発売日からの店頭販売のみとなり、ご予約、お取り置きは承っておりません。また、お買い物のみ

でのご入店は不可となっております。全ての商品は数量限定となります。品切れの場合はご容赦願います。 

※5ページ目の 2店舗共通注意事項もご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会 
 

写真上左から：一松とエスパーニャンコの「こんなカレー食べたくないけど。」（可愛いすぎて。）カレー、トッティの「やっぱり表参道のお

店ってオシャレだよね」BLTサンドウィッチ、十四松の恐竜オムライス、一松ドリンク、十四松ドリンク 
 

写真下左から：おそ松の「甘酸っぱいケーキにやわらかなスプーンを入れ、お会計については知らん振り！そんなあいつがやってくる！」なご

みケーキ、カラ松の「フッ…やっと来たかい？カラ松Sweets☆」、チョロ松の「にゃーちゃんの肉球みたいに柔らかい…！」パンケーキ、トド

松ドリンク、松野家の冷蔵庫の中で冷えてるドリンク 
 

[FOOD]各 1,481 円＋税 

・一松とエスパーニャンコの「こんなカレー食べたくないけど。」（可愛いすぎて。）カレー 

エスパーニャンコのお顔を模したスパイシーカレー。「全然辛くないし。」（ホントはちょっと辛いけど。） 
 

・トッティの「やっぱり表参道のお店ってオシャレだよね」BLTサンドウィッチ 

表参道店限定の、ボリューム満点BLTサンドにポテトフライを添えて。 
 

・十四松の恐竜オムライス 

十四松の可愛いすぎる恐竜つなぎ。そのお顔部分を再現しました！ 
 

[SWEETS]各1,018 円＋税 

・おそ松の「甘酸っぱいケーキにやわらかなスプーンを入れ、お会計については知らん振り！そんなあいつがやっ

てくる！」なごみケーキ 

さわやかで甘酸っぱいチェリーのケーキでその場を和ませる！！ 

※お会計は知らんぷり厳禁です。 
 

・カラ松の「フッ…やっと来たかい？カラ松Sweets☆」 

カラ松のサングラスをモチーフに！これを食べれば貴方もカラ松Boys&Girls…！！！ 
 

・チョロ松の「にゃーちゃんの肉球みたいに柔らかい…！」パンケーキ 

にゃーちゃんとの握手に夢見るチョロ松の気持ちを再現したフワフワパンケーキです。 
 

[DRINK]各694 円＋税 

・一松ドリンク 

紫色の怪しいドリンク。 

でも本当は！「小さな幸せ」なんて花言葉を持つスミレシロップのドリンク 
 

・十四松ドリンク 

「ハッスルハッスルー！マッスルマッスルー！！え！？このオレンジ絞ってって！？いーよー！！」 
 

・トド松ドリンク 

「ねぇねぇこのドリンクの色！可愛いでしょー！！じーつーは、桜シロップのソーダなんだー！！♡」 
 

・松野家の冷蔵庫の中で冷えてるドリンク 

いつも6つ子がお菓子と共に飲んでいるドリンクを厳選。松野家特製カップに入ったお好きな自意識ライジング…で

はなくドリンクをどうぞ♡ 
※ドリンクは、オレンジジュース、グレープフルーツジュース、コーラ、ジンジャーエール、アイスコーヒー、アイスティー、ウーロン茶から

お選びいただけます。 


