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PRESS RELEASE 
 

今年は“スプラトゥーン”とコラボ！ 

タワーレコード「2016 SUMMER SALE」6/24 スタート 
スクラッチで最大\10,000 オフのチャンス！コラボグッズも発売！ 

 
  

 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）では、6月 24 日（金）～

7 月 24 日（日）の期間、タワーレコード、TOWERmini、TOWERanime 全店および、タワーレコード オンラインに

て、全世界で 400 万本を突破した Wii UTMゲームソフト“Splatoon（スプラトゥーン）”（以下、スプラトゥーン）

とコラボレーションした「2016 SUMMER SALE」を開催します。 

 「2016 SUMMER SALE」では、期間中、お買い上げ 3,000 円（税込）以上で 1枚、5,000 円（税込）以上で 2枚、

10,000 円（税込）以上で 5枚差し上げる“ 大 1万円オフ！削って当てよう！SUMMER CHANCE スクラッチ！”（店

舗限定）や、特製のスプラトゥーングッズと交換できるポイント施策をはじめ、コラボグッズも発売。さらに店

頭では、ショッピングバッグがコラボ仕様となるほか、タワーレコードが手掛けるアパレルライン“タワレコア

パレル”とコラボレーションしたスタイルブックが配布されます。 
 

セールの詳細は「SUMMER SALE」特設サイト（http://tower.jp/summer16）にてご確認いただけます。 
 

※タワーレコード オンラインでは、開催期間や内容が異なることがあります。サイトにてご確認ください。 

※Wii U は任天堂の商標です。 

 

                

                                        
 

 

 

2016 SUMMER SALE ポスター            ショッピングバッグ        タワレコアパレル 

コラボスタイルブック 
 

©2015 Nintendo 

 
 

本件に関する報道関係各位からのお問合せ先 

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

（1603）

     2016 年 6 月 9 日

タワーレコード株式会社

2016 SUMMER SALE 特設サイト：http://tower.jp/summer16 [PC/携帯共通] 

★「2016 SUMMER SALE」の予告動画も視聴できます。 
 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS オリジナルコラボグッズ特設サイト http://tower.jp/splatoon 
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 2016 SUMMER SALE 詳細[開催期間：6月 24 日（金）～7 月 24 日（日）]  

 

 

 

 

 

 

 
  

  スクラッチカード               特製スプラトゥーンリュック（非売品） 特製スプラトゥーンクリアボトル（非売品） 

©2015 Nintendo 

■ 大 1万円オフ！削って当てよう！SUMMER CHANCE スクラッチ！ 

期間中、タワーレコード、TOWERmini、TOWERanime 店舗にて 3,000 円（税込）以上で 1 枚、5,000 円（税込）以

上お買上げで 2枚、10,000 円（税込）以上で 5 枚、スクラッチカードを差し上げます。 
 

・削って出た金額が OFF！！ 

大 10,000 円オフのクーポンとして次回お買い物時、1,000 円（税込）以上お買い上げで 1枚ご利用いただけま

す。※クーポンご利用期間：2016 年 8月 21 日（日）まで 
 

・削って[応募券]が出たらタワーレコードメンバーズ登録をして応募！ 

ご応募いただいた方の中から抽選で下記豪華賞品をプレゼントします。タワーレコード オンラインで 3,000 円

（税込）以上お買い物いただいた方もご応募いただけます。 

＜賞品＞ 

・特製スプラトゥーンリュック（50 名様） 

・タワーレコードギフトカード 5,000 円分（20 名様） 

・オンラインクーポン 5,000 円分（20 名様） 
 

・オンラインで使えるクーポンプレゼント！ 

スクラッチカードの裏面に記載されているクーポンコードを入力すると、タワーレコード オンラインで 3,000

円（税込）以上お買い物の際に使える 300 円オフクーポンをプレゼントします。 
 

■タワーレコードメンバーズ限定！ポイントで特製スプラトゥーングッズがもらえる！ 

期間中、タワーレコードポイント 1,500 ポイントで特製スプラトゥーンクリアボトル（非売品）一点と交換でき

ます。 
※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、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 CD 購入特典 

 

 

 

 

 

 

 
 

着せ替えジャケット柄ステッカー    シオカライブロゴステッカー                 ©2015 Nintendo 

期間中、タワーレコード、TOWERmini、TOWERanime 店舗およびタワーレコード オンラインにて、スプラトゥーン

オリジナルサウンドトラック『Splatoon ORIGINAL SOUNDTRACK -Splatune-』（発売中）をご購入いただくと、＜

着せ替えジャケット柄ステッカー＞を、シオカラーズ『SPLATOON LIVE IN MAKUHARI -シオカライブ-』（7 月 13

日発売）をご購入いただくと＜シオカライブロゴステッカー＞を先着で差し上げます。 
※特典は数量限定のため、無くなり次第終了となります。 
 

■[一部店舗限定]フォトプリントマシーン展開 

6 月 24 日（金）～7 月 24 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、スプラトゥーン

フォトフレームを展開します。 

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、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 
 

下記キャンペーンも同時開催！ 

・[店舗限定]タワーレコードメンバーズ限定！ポイント 10 倍！［6月 24 日（金）～26 日（日）］ 

・国内盤セール「タワレコチョイスまとめ買い」 

・輸入盤セール「2 枚買ったら 1 枚\1,500」 

上記以外にもお得なキャンペーンを実施しています。 

詳しくは、2016 SUMMER SALE 特設サイト（http://tower.jp/summer16）にてご確認ください。 
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 スプラトゥーン × TOWER RECORDS オリジナルコラボグッズ  
 

 

                

                                        

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

©2015 Nintendo 

上左から、A4 クリアファイル、A5 クリアファイル、トートバッグ、上：クリアシール、下：リストバンド、上：グラス、下：マグカップ 

中左から、CD ケース、チケットファイル、タオル 

下左から、塩飴、ポーチ、ピンバッジセット、ラバーコースター（シオカラーズ、エチゼン、イカ） 
 

●予約受付：6 月 16 日（木）正午、6月 24 日（金）発売 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS A4 クリアファイル [価格]200 円+税 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS A5 クリアファイル [価格]200 円+税 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS トートバッグ [価格]1,500 円+税 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS クリアシール [価格]400 円+税 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS リストバンド [価格]1,000 円+税 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS グラス [価格]1,200 円+税 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS マグカップ [価格]1,200 円+税 
 

●予約受付：6 月 16 日（木）正午、7月 1日（金）発売 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS CD ケース [価格]500 円+税 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS チケットファイル [価格]500 円+税 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS タオル [価格]1,500 円+税 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS 塩飴 [価格]600 円+税 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS ポーチ [価格]700 円+税 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS ピンバッジセット [価格]850 円+税 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS ラバーコースター（シオカラーズ/エチゼン/イカ） [価格]各 600 円+税 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS オリジナルコラボグッズ特設サイト http://tower.jp/splatoon 
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○タワーレコード渋谷店、タワーレコード オンライン取扱い商品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
タワレコ T-shirt 

          白                     黄                   ＜裏＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ゲームミュージック T-shirt            ジャッジくん T-shirt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
シオカラーズ T-shirt                アイコン T-shirt 

©2015 Nintendo 

 

 

●予約受付：6 月 16 日（木）正午、6月 24 日（金）発売 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS タワレコ T-shirt（白/黄）  ［サイズ］S、M、L、XL [価格]各 3,500 円+税 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS ゲームミュージック T-shirt ［サイズ］S、M、L、XL [価格]各 3,500 円+税 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS ジャッジくん T-shirt     ［サイズ］S、M、L、XL [価格]各 3,500 円+税 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS シオカラーズ T-shirt     ［サイズ］S、M、L、XL [価格]各 3,500 円+税 

スプラトゥーン × TOWER RECORDS アイコン T-shirt           ［サイズ］S、M、L、XL [価格]各 3,500 円+税 


