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     2018 年 8 月 31 日 

タワーレコード株式会社 

PRESS RELEASE 

本件に関するお問合せ先 

タワーレコード株式会社広報室 谷河（やがわ）、寺浦  

TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp 

祝！the band apart 結成 20th Anniversary！ 

「the band apart × TOWER RECORDS」キャンペーン開催決定!! 

9/18 よりグッズやアパレルなどコラボ商品も発売！ 

 

タワーレコードでは、今年 2018 年に結成 20 周年を迎えた the band apart とのコラボレーション「the band apart 

× TOWER RECORDS」キャンペーンを開催することが決定。9 月 19 日（水）に初のトリビュート・アルバム『tribute 

to the band apart』と、再録＆新曲 1 曲を収録したベスト・アルバム『20 years』の発売を、店頭、オンライン

（http://tower.jp/）、紙メディア、グッズ、アパレルなど多角的に応援していきます。 

 

今回の「the band apart × TOWER RECORDS」キャンペーンは以下の通りです。※詳細は次頁以降を参照 

＜9 月 18 日(火)より開始＞ 

① 「the band apart 結成 20 周年記念リーフレット（A5 サイズ）」を全店で配布。 

② 「the band apart × TOWER RECORDS コラボグッズ」をタワーレコード オンラインを含む限定 25 店舗（後

述）にて発売。アイテムは「ファスナーファイル（B6 サイズ）」「ピック入りキーホルダー（ピック 2 枚入り）」「コ

インケース」「フード付きタオル」の 4 アイテム。※予約開始は 8 月 31 日(金)正午より。 

③ 「the band apart × WEARTHEMUSIC コラボアイテム」をタワーレコード オンラインを含む限定 25 店舗にて

発売。 

④ “音楽を着る”をテーマにしたタワーレコード・オリジナルアパレルブランド「WEARTHEMUSIC」のモデルに the 

band apart が決定！撮り下ろしポスターを全店で掲出。 

⑤ the band apart ベスト・アルバム『20 years』とトリビュート・アルバム『tribute to the band apart』、また

WEARTHEMUSIC コラボアイテムの予約・購入者先着でタワーレコード・オリジナル特典「WEARTHEMUSIC ポ

スター」が抽選で 30 名様に当たる応募抽選付きポストカードをプレゼント！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the band apart 

the band apart 

ベスト・アルバム 

『20 years』 

the band apart 

トリビュート・アルバム 

『tribute to the band apart』 

the band apart コラボグッズ（左より４つ）と WEARTHEMUSIC コラボアイテム（右） 
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the band apart × TOWER RECORDS キャンペーン詳細 

 

① the band apart 結成 20 周年記念リーフレット（A5 サイズ）全店配布 

■配布期間：9 月 18 日（火）～無くなり次第終了 

■掲出店舗：タワーレコードおよび TOWERmini 全店 

■内容  ：the band apart のディスコグラフィーや、タワースタッフからの応援コメント等を掲載 

したコラボリーフレット（A5 サイズ）をタワーレコード全店で配布！ 

 

② the band apart × TOWER RECORDS コラボグッズ販売 

■発売日 ：9 月 18 日（火）※店頭は開店時より発売 

■予約受付開始日：8 月 31 日（金）正午 

■取扱い店舗：札幌ピヴォ店、仙台パルコ店、渋谷店、池袋店、新宿店、秋葉原店、TOWERmini 汐留店 

吉祥寺店、町田店、川崎店、横浜ビブレ店、浦和店、新潟店、名古屋パルコ店、 

名古屋近鉄パッセ店、梅田大阪マルビル店、難波店、梅田 NU 茶屋町店、京都店、 

神戸店、広島店、高松丸亀町店、福岡パルコ店、アミュプラザ鹿児島店、 

タワーレコード オンライン（http://tower.jp/） 

■コラボグッズ特設ページ：http://tower.jp/banapagd 

■タワーレコード店舗情報 ：http://tower.jp/store  

■コラボグッズ内容 

・the band apart × TOWER RECORDS ファスナーファイル（B6 サイズ） ￥800+税 

・the band apart × TOWER RECORDS ピック入りキーホルダー（ピック 2 枚入り）￥1,100+税 

・the band apart × TOWER RECORDS コインケース ￥900+税 

・the band apart × TOWER RECORDS フード付きタオル ￥2,500+税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※こちらは、イメージ画像です。デザイン、仕様が変更になる場合があります。予めご了承下さい。 

※発売日、価格、仕様、その他の情報は予告なく変更・追加される場合がありますので、予めご了承ください。 

左 コインケース表、裏面           右 フード付きタオル 

左 ファスナーファイル表、裏面   右 ピック入りキーホルダー表、裏面 

http://tower.jp/banapagd
http://tower.jp/store
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③ 「the band apart × WEARTHEMUSIC コラボアイテム」販売 

■発売日：9 月 18 日（火）※店頭は開店時より発売 

■予約受付開始日：8 月 31 日（金）正午 

■取扱い店舗：札幌ピヴォ店、仙台パルコ店、渋谷店、池袋店、新宿店、秋葉原店、TOWERmini 汐留店、 

吉祥寺店、町田店、川崎店、横浜ビブレ店、浦和店、新潟店、名古屋パルコ店、 

名古屋近鉄パッセ店、梅田大阪マルビル店、難波店、梅田 NU 茶屋町店、京都店、 

神戸店、広島店、高松丸亀町店、福岡パルコ店、アミュプラザ鹿児島店、 

タワーレコード オンライン（http://tower.jp/） 

■WEARTHEMUSIC 特設ページ：http://tower.jp/banapagd  

■タワーレコード店舗情報 ：http://tower.jp/store  

 

 

 

 

 

※こちらは、イメージ画像です。デザイン、仕様が変更になる場合があります。予めご了承下さい。 

※発売日、価格、仕様、その他の情報は予告なく変更・追加される場合がありますので、予めご了承ください。 

④ タワーレコード・オリジナルアパレルブランド「WEARTHEMUSIC」ポスター全店掲出 

■掲出期間 ：9 月 18 日（火）～ 

■掲出店舗 ：タワーレコードおよび TOWERmini 全店 

⑤ タワーレコード・オリジナル特典  

the band apart ベスト・アルバム『20 years』とトリビュート・アルバム『tribute to the band apart』、

また WEARTHEMUSIC コラボアイテムをタワーレコードおよび TOWERmini 全店、タワーレコード オン

ラインにてご購入いただいた方に、WEARTHEMUSIC のサイン入りポスターが抽選で 30 名様に当たる応募

抽選付ポストカードを先着で差し上げます。 

※CD・WEARTHEMUSIC コラボアイテムそれぞれ別絵柄のポストカードとなります。 

※いずれも PC・スマートフォンからのご応募となり、ご応募にはタワーレコードメンバーズへの登録及び、レシート番

号の入力が必要になります。 

■対象商品 

 アーティスト：the band apart 

タイトル：20 years 

発売日：2018 年 9 月 19 日 

価格：\3,240-※税込 

レーベル：asian gothic label 

アーティスト：V.A. ストレイテナー他 

タイトル：tribute to the band apart 

発売日：2018 年 9 月 19 日 

価格：\3,240-※税込 

レーベル：ポニーキャニオン 

http://tower.jp/banapagd
http://tower.jp/store

