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ニューシングル「New World」＆ニューアルバム「アトム 未来派 No.9」発売記念 

BUCK-TICK × TOWER RECORDS CAFE 表参道店 
9/10（土）～10/2（日）の期間限定オープン決定！ 

 

TOWER RECORDS CAFE 表参道店では、BUCK-TICK のニューシングル「New World」（9月 21 日発売）およびニュ

ーアルバム「アトム 未来派 No.9」（9月 28 日）の発売を記念したコラボカフェ『BUCK-TICK × TOWER RECORDS CAFE 

表参道店』を、9月 10 日（土）～10月 2 日（日）の期間限定でオープンします。 

期間中は、BUCK-TICK の映像や BGM が流れる店内で、メンバーが考案したスペシャルメニューの数々をお楽し

みいただけます。また、BUCK-TICK のビクター復帰移籍を記念し制作されたビクターのシンボルキャラクター

“NIPPER”と BUCK-TICK のコラボグッズの販売※や 9月 11 日（日）に横浜アリーナで開催される「CLIMAX TOGETHER 

3rd」のオフィシャルグッズの販売※、対象となるビクター商品をご購入いただいた方に先着で“Welcome 

BUCK-TICK”ステッカーを差し上げる『Welcome BUCK-TICK キャンペーン』※など、TOWER RECORDS CAFE 表参道店

以外でも実施するお楽しみ企画もたくさん用意してファンの皆様をお待ちしています。 

このスペシャルなコラボ企画の数々で BUCK-TICK の新作リリースを盛り上げていきます。 
 

※詳細は 3ページ目をご覧ください。 

 
 

BUCK-TICK × TOWER RECORDS CAFE 表参道店 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

開催期間：9月 10 日（土）～10 月 2日（日） 

開催店舗：TOWER RECORDS CAFE 表参道店（東京都渋谷区神宮前 6-3-9 井門原宿ビル 2F TEL：03-5778-9491） 

営業時間：11 時～23 時（ラストオーダー：22 時） 
※コラボメニューは店内での提供のみとなります。 

※混雑時は時間制限および整理券制とさせていただく場合がございます。 

※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。 
 

●BUCK-TICK × TOWER RECORDS CAFE パネル展 

2015 年 12 月 29 日に日本武道館で行われた『THE DAY IN QUESTION』時に撮影された写真や、 新のアーティス

ト写真を展示します。 

 
 

・BUCK-TICK オフィシャルサイト…http://buck-tick.com 

・TOWER RECORDS CAFE 表参道店サイト…http://tower.jp/store/kanto/TRC_Omotesando 

・TOWER RECORDS CAFE 表参道店ツイッター…@TRC_Omotesando 
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BUCK-TICK × TOWER RECORDS CAFE 特製コースター  BUCK-TICK『アトム 未来派 No.9』 × TOWER RECORDS CAFE 

 オリジナルラベルビール（ラベルイメージ）   

●ご注文先着特典 

期間中、コラボドリンクをご注文のお客様には“BUCK-TICK × TOWER RECORDS CAFE 特製コースター”（上画像）、

を先着でプレゼントします。さらに、3,000 円以上ご飲食いただいたお客様の中より応募抽選で、店内に展示し

ているパネルをプレゼントします。 
 

※パネルの当選は発送をもって替えさせていただきます。 

※プレゼントの発送は 10 月中旬頃を予定しております。 
 

●コラボメニュー ※価格は全て税込です。 

[SPECIAL] 

BUCK-TICK『アトム 未来派 No.9』 × TOWER RECORDS CAFE オリジナルラベルビール 価格：1,000 円 

新アーティスト写真をモチーフとしたオリジナルラベルのビール。ゴクゴクとテンポ良く飲めるおかわり 

率 No.1 のビール、サンクトガーレンゴールデンエールを使用しています。 
 

☆9 月 11 日（日）に横浜アリーナで開催される「CLIMAX TOGETHER 3rd」会場内でも数量限定販売します。 

ビール 1本ご購入につき“BUCK-TICK × TOWER RECORDS CAFE 特製コースター”を先着でプレゼントします。 
 

販売場所：横浜アリーナ 2F センテニアルホール 

販売時間：12 時～無くなり次第終了 
※会場にてお飲みいただく事はできません。 

 

[FOOD] 

・「極東より愛を込めて」（スパゲッティ―） 価格：1,200 円 

屈指の名盤『極東 I LOVE YOU』から名曲「極東より愛を込めて」の炎燃え盛る PV をイメージしたスパイシー 

なスパゲッティーナポリタン。 
 

・「DIABOLO-Lucifer-」（チキン） 価格：1,200 円 

ゴシックアルバム『十三階は月光』から、ライブでもお馴染みの「DIABOLO-Lucifer-」をイタリア料理定番の

“悪魔風チキン”で表現しました。1 日 20 食限定メニューです。 
 

・「エンジェルフィッシュ」（フィッシュ＆チップス） 価格：850 円 

BUCK-TICK ファンの皆様には縁の深い“魚”料理の定番フィッシュ&チップス。 
 

 [SWEETS] 

・「チョコレート」（パンケーキ） 価格：1,100 円 

『COSMOS』収録の「チョコレート」をパンケーキで表現したスペシャルスイーツ。 
 

 [DRINK] BUCK-TICK メンバーが考案、セレクトした珠玉のドリンク 

・櫻井敦司 考案：テキーラサンライズ 価格：850 円 

妖艶な見た目が美しい、櫻井敦司セレクトのテキーラサンライズ。（アルコールドリンク） 
 

・今井寿 考案：角ハイボール（氷なし） 価格：850 円 

ウィスキーとソーダが 1：2の割合で入った今井寿比率の特製ハイボール！（アルコールドリンク） 
  

・星野英彦 考案：CREAM SODA 価格：750 円 

星野英彦作曲の「CREAM SODA」より考案いただいた、狂いそうな CREAM SODA。 
 

・樋口豊 考案：シリアスベアーラテ 価格：700 円 

樋口豊プロデュースのキャラクター、シリアスベアーが描かれたホットカフェラテ。 
 

・ヤガミ・トール 考案：キク・ハイボール 価格：850 円 

ヤガミ・トールの好きな日本酒をベースとし、ジンジャーエールとレモンを入れた、さわやかな飲み口のハ 

イボール。 
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●BUCK-TICK × NIPPER グッズ販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          左：表   右：裏 
 

BUCK-TICK × NIPPER “Welcome バッグ”      BUCK-TICK × NIPPER “Welcome マグ” 

（タワーレコード独占販売）           （タワーレコード独占先行販売） 

 価格：1,980 円+税               価格：1,680 円+税 
 

[取扱店舗]TOWER RECORDS CAFE 表参道店、タワーレコード渋谷店、新宿店、錦糸町店、梅田大阪マルビル店 

タワーレコード オンライン 

[発売日]9 月 20 日（火） 

※TOWER RECORDS CAFE 表参道店のみ 9月 10 日（土）より先行販売 

※タワーレコード渋谷店、新宿店、錦糸町店、梅田大阪マルビル店、タワーレコード オンラインでは、 

9 月 10 日（土）より予約受付開始 
 

※商品は数量限定となり、各店無くなり次第販売終了となります。 

※写真はイメージです。実際の商品とデザイン等異なる場合があります。 

 

●「CLIMAX TOGETHER 3rd」オフィシャルグッズ販売 
 

・BUCK-TICK CLIMAX TOGETHER 3rd ワン・バン Tシャツ サイズ：S、M、L 価格：3,241 円+税 

・BUCK-TICK CLIMAX TOGETHER 3rd 4 コマ Tシャツ サイズ：M、L 価格：4,167 円+税 

・BUCK-TICK フェイスタオル 価格：1,852 円+税 

・BUCK-TICK メタリック トートバッグ 価格：4,444 円+税 

・BUCK-TICK メタリック ポーチ 価格：2,037 円+税 

・BUCK-TICK メタリック スマホケース 手帳型 価格：3,241 円+税 

・BUCK-TICK ロゴキーホルダー 価格：1,389 円+税 

・BUCK-TICK 缶バッチセット（ピルケース入り） 価格：1,389 円+税 
 

※商品は数量限定となり、各店無くなり次第販売終了となります。 
 

[取扱店舗]TOWER RECORDS CAFE 表参道店、タワーレコード オンライン 

[発売日]9 月 11 日（日）※TOWER RECORDS CAFE 表参道店のみ、9月 10 日（土）より販売開始 
 

●Welcome BUCK-TICK キャンペーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Welcome BUCK-TICK”ステッカー（イメージ） 

 

9 月 20 日（火）より、タワーレコード全店（TOWERmini 含む）＆タワーレコード オンラインにて対象商品を 

ご購入の方に先着で“Welcome BUCK-TICK”ステッカーをプレゼント！ 
※一部対象外の店舗があります。 

※特典は各店無くなり次第終了となります。 


