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（18122） 

     2018 年 11 月 2 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）、伊早坂、松本  

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

タワーレコードのクリスマスはセサミストリートとコラボ！ 

『クリスマスキャンペーン 2018』11/16（金） スタート 

無料のギフトラッピングやコラボグッズ発売などスペシャル企画盛りだくさん 

 

 

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、

Sesame Workshop（本部：米国 NY）とのライセンス契約の下、11 月 16 日（金）～12 月 25 日（火）の期間、タワ

ーレコード全店（TOWERmini 含む）ならびにタワーレコード オンラインにて、“セサミストリート”とコラボレーショ

ンした「クリスマスキャンペーン 2018」を開催します。 

タワレコ、今年の「クリスマスキャンペーン 2018」は、“クリスマスプレゼント” をテーマにした楽しい企画が満載。

セサミストリートの可愛いキャラクターたちが店頭を彩ります。 

内容は、タワレコ限定のクリスマスコンピレーションアルバム『ワンダフル・クリスマス』の発売や、『セサミストリ

ート × TOWER RECORDS』コラボグッズをはじめ、対象商品をご購入の方に応募抽選で豪華賞品が当たるプレゼント

施策、さらにはオリジナル・ギフト BOX（数量限定）にて無料のラッピングサービスも行います。 

 

◇『クリスマスキャンペーン 2018』関連サイト 

『クリスマスキャンペーン 2018』特設サイト：http:// tower.jp/xmas18    

『セサミストリート × TOWER RECORDS』特設サイト ： https://tower.jp/sesamegd   

 

◇『クリスマスキャンペーン 2018』主な内容 

 

開催期間：2018 年 11 月 16 日（金）～12 月 25 日（火） 

 

❆クリスマスコンピレーションアルバム『ワンダフル・クリスマス』 

  ジャケットにセサミストリートのキャラクターをデザイン。人気・定番の  

洋楽クリスマス・ソング 22 曲を集めたコンピレーション 

❆『セサミストリート × TOWER RECORDS』コラボグッズ 

    エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードなどおなじみのキャラクターを 

デザインした可愛いコラボグッズ 

❆タワーレコードメンバーズ限定！ポイントで特製セサミストリート 

グッズがもらえる！ 

  タワレコのポイントでしか手に入らない限定グッズ！1,000 ポイントで 

「特製カフェ・タンブラー」１点と交換できます。 

❆タワーレコードオリジナルギフトラッピング 

    期間限定でセサミストリートのキャラクターをデザインした可愛いギフト 

ボックスのラッピングサービス。 

❆対象商品ご購入の方に応募抽選で豪華賞品プレゼント 

    タワレコギフトカード他、豪華賞品を抽選でプレゼント 

 

   など。詳細は次頁をご参照ください。 

『クリスマスキャンペーン 2018』メインビジュアル 
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◇『クリスマスキャンペーン 2018』詳細 

 

  ❆ クリスマスコンピレーションアルバム『ワンダフル・クリスマス』タワーレコード限定リリース 

    タイトル ：『ワンダフル・クリスマス』 / Various Artists 

    発売日 ：11 月 16 日（金） 

        価格 ：\2,000（税込） 

     品番 ：PROT-1238 

     発売元 ：ユニバーサル ミュージック 

     販売元 ：タワーレコード 

        ＜新旧スターが歌うクリスマス・ソング新定番＞ 

人気の洋楽クリスマス・ソングをたっぷり 22 曲収録！ポール・マッカートニー“ワン 

ダフル・クリスマスタイム”やナット・キング・コール“ザ・クリスマス・ソング”など、 

誰もが聴いたことのある定番曲はもちろんのこと、新たなスターたちのクリスマス・ 

ソングも聴きどころ。ジャスティン・ビーバーとマライア・キャリーの奇跡のデュエ 

ットやアリアナ・グランデ、サム・スミスの歌があなたのクリスマスを彩ること間違 

いなし！ジャケットにはセサミストリートが登場！楽しいクリスマスを演出してくれます！ 

 

＜収録曲＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ❆  セサミストリート×TOWER RECORDSコラボグッズ 

      エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードなどおなじみのキャラクターをデザイン 

した T シャツやジャケット、バッグ、タオル、ステッカーなどここでしか手に入らない可

愛いコラボグッズをタワーレコード限定＆数量限定で販売します。さらにオンライン限定

販売のギフトセットもご用意しました。 

    

11 月 2 日（金）正午より予約受付開始、11 月 16 日（金）発売予定 

 

   ＜タワーレコード、TOWERmini 全店、タワーレコード オンライン販売グッズ＞ ※写真左より 

    ○セサミストリート × TOWER RECORDS タオル 価格：1,200 円+税  

   ○セサミストリート × TOWER RECORDS 手拭い 価格：650 円+税 

○セサミストリート × TOWER RECORDS 缶バッジ 3 個セット 価格：600 円+税 

○セサミストリート × TOWER RECORDS アクリルキーホルダー 価格：650 円+税 

 

 

 

 

 

 

1. 恋人たちのクリスマス  

/ ジャスティン・ビーバー Duet with マライア・キャリー 

2. ラスト・クリスマス / アリアナ・グランデ 

3. ディス・クリスマス / メアリー・J.ブライジ 

4. サンタ・テル・ミー / アリアナ・グランデ 

5. ワンダフル・クリスマスタイム 

 / ポール・マッカートニー 

6. ママがサンタにキスをした / ジャクソン 5 

7. サンタが街にやってくる  

/ ダイアナ・ロス＆シュープリームス 

8. リトル・セイント・ニック / ビーチ・ボーイズ 

9. ジングル・ベル・ロック / ボビー・ヘルムズ 

10. ジングル・ベル  

/ ビング・クロスビー＆ジ・アンドリュー・シスターズ 

11. リトル・クリスマス・ツリー / マイケル・ジャクソン 

12. 想い出のクリスマス / スティーヴィー・ワンダー 

13. きよしこの夜 / フォー・トップス, アレサ・フランクリン 

14. ホワイト・クリスマス / ロッド・スチュワート 

15. ハヴ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス  

/ サム・スミス 

16. ザ・クリスマス・ソング / ナット・キング・コール 

17. ウインター・ワンダーランド / ルイ・アームストロング 

18. アイ・ウォント・トゥ・カム・ホーム・フォー・クリスマス  

/ マーヴィン・ゲイ 

19. ドゥ・ユー・ヒア・ホワット・アイ・ヒア？  

/ ヴァネッサ・ウィリアムス 

20. ドゥ・ゼイ・ノウ・イッツ・クリスマス？ / バンド・エイド 

21. ハッピー・クリスマス（ウォー・イズ・オーヴァー）  

/ マルーン 5 

22. ハッピー・ニュー・イヤー / アバ 

※セサミストリートの楽曲は収録されておりません。 
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   ○セサミストリート × TOWER RECORDS A4 クリアファイル 価格：300 円+税  

   ○セサミストリート × TOWER RECORDS トートバッグ 価格：1,500 円+税 

   ○セサミストリート × TOWER RECORDS ボールペン 価格：300 円+税 

   ○セサミストリート × TOWER RECORDS ステッカー 価格：300 円+税 

   ○セサミストリート × TOWER RECORDS スマホバンド 価格：800 円+税 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜渋谷店、新宿店、オンライン限定販売グッズ＞  

   ○セサミストリート × TOWER RECORDS T-shirts エルモ 

○セサミストリート × TOWER RECORDS T-shirts クッキーモンスター 

○セサミストリート × TOWER RECORDS T-shirts ビッグバード 

（S、M、L、XL サイズ） 価格：3,500 円+税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○セサミストリート × TOWER RECORDS パーカー 

（S、M、L、XL サイズ） 価格：5,000 円+税 

 

 

 

 

 

      ○セサミストリート × TOWER RECORDS コーチジャケット  

（S、M、L、XL サイズ） 価格：6,400 円+税 
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   ○セサミストリート × TOWER RECORDS トラック ジャケット 

（M、L、XL サイズ） 価格：6,900 円+税 

 

 

 

 

 

 

    ＜タワーレコード オンライン限定販売グッズ＞ 

    ○セサミストリート × TOWER RECORDS ギフトセット 

（ランチトート、手拭い、缶バッジ 3 個セット、タワレコ限定コンピ『ワンダフル・クリスマス』） 

価格：3,902 円+税 

 

 

 

 

 

 

 

 

❆ タワーレコードメンバーズ限定！ポイントで特製セサミストリートグッズがもらえる！ 

  11 月 16 日（金）～12 月 25 日（火）の期間中、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「特製カフェ・タンブラー」（非売品）１点と 

交換できます。 

  ※お一人様につき各グッズ一点までとさせていただきます。 

※各グッズ先着でなくなり次第終了となります。 

 

 

 

 

 

❆  #音楽を贈ろう“ギフト BOXキャンペーン” 

   11 月 16 日（金）～12 月 25 日（火）の期間中、セサミストリ 

ートのキャラクターをデザインしたオリジナル・ギフト BOX 

（数量限定）でのラッピングサービスを行います。 

※オリジナル・ギフトラッピングは無くなり次第終了となります。 

※タワーレコード オンラインでは、対象商品をご購入いただいた 

方の商品発送時にギフト BOX を同梱させていただきます。 

対象商品など詳しくは特設サイト（http:// tower.jp/xmas18） 

をご確認ください。 
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❆対象商品ご購入の方に応募抽選で豪華賞品プレゼント 

   11 月 16 日（金）～12 月 25 日（火）の期間中、タワーレコード店舗（TOWERmini 含む）、タワーレコード オン 

ライン（http://tower.jp/）にて、タワレコ限定のコンピ『ワンダフル・クリスマス』をはじめクリスマス関連 CD/DVD/

ブルーレイタイトルなど約 100 タイトルの対象商品をお買い上げのお客様に応募抽選で、下記豪華賞品をプレゼント

します。 

＜賞品＞ 

① PLAZA ベッドルームアスレチクス ラウンジブーティ 2 種 各 3 名様 

② SkullCandy ノイズキャンセリング機能搭載 ワイヤレスヘッドホン『Venue』 BLACK・WHITE/CRIMSON 

 各 1 名様 

③ タワーレコード> ギフトカード 5,000 円分（1,000 円×5 枚） 20 名様 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※クリスマスキャンペーンの対象商品ならびにキャンペーンの詳細は、『クリスマスキャンペーン 2018』 

特設サイト（http:// tower.jp/xmas18）の他、期間中店頭で配布する小冊子（A5 版全 12 ページ）にて 

ご参照いただけます。 

 

 

 

❆  セサミストリートについて 

 

 

 

 

 

 

セサミストリート（米国 NPO 法人セサミワークショップ制作）は 1969 年、アメリカで始まった教育テレビ番組です。

以来、多彩な分野で子供たちが「かしこく、たくましく、やさしく」成長することを 支援しながら、１89 個のエミ

ー賞を受賞、今では世界 150 余ヶ国で親しまれているブランドです。 

 

http://tower.jp/

