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ZOZORESORT 内にタワーレコードのショップが登場！ 

アパレル１４ブランドがオリジナルデザインのコラボアイテム販売など 
 

 
タワーレコード株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：髙木 哲実）と株式会社スタートトゥデイ（本

社：千葉県千葉市 代表取締役社長：前澤 友作）は、共同で、スタートトゥデイが運営するファッション総合サイ

ト「ZOZORESORT」と、タワーレコードサイトならびにタワーレコード店頭を使い、ファッションと音楽という密接に

結びつくライフスタイルを持つユーザー層に対して、相互の集客を目的とした共同プロモーションを７月２日より８

月１０日まで期間限定で実施いたします。 

まず、「ZOZORESORT」のサイト上に、タワーレコードのキャンペーン・ショップ「TOWER RECORDS in 

ZOZORESORT」を設け、ZOZORESORT のファッションに関心が高い会員を「タワーレコード・オンライン」に誘導

します。一方、タワーレコード店頭では、商品のご購入者に対して ZOZORESORT 内のショッピングサイト

「ZOZOTOWN」で利用可能なお買い物ポイント 1,000 円分やタワーレコードオリジナルグッズが抽選で当たるキ

ャンペーンを実施し、「ZOZORESORT」への集客を図るほか、旗艦店である渋谷店店頭エントランスのラッピング

などのプロモーションを展開します。尚、同キャンペーンは携帯サイト「ZOZOTOWN モバイル」でも同様に展開

します。 

 

また、今回コラボ・キャンペーンの目玉として、「ZOZOTOWN」で取り扱っている人気の１４ブランドと、タワーレ

コードとのコラボレーションが実現しました。これは今年、タワーレコード日本上陸 30 周年というメモリアルイヤー

を記念したもので、人気ブランドそれぞれが“タワーレコード日本進出３０周年”と“MUSIC”をキーワードにオリジ

ナル・コラボアイテムをデザインし、両社のサイト（PC/携帯）にて限定で販売します。 

 

その他にも、「ZOZORESORT」の持つ柔軟なファッション感覚とタワーレコードの音楽情報力という、双方の強

みを生かしたタイアップを多数企画。「ZOZORESORT」とタワーレコードの店頭とサイト上で、ファッション＆音楽

を楽しむ場を提供し、新規顧客開拓と集客機会の創出を目指します。 

※ キャンペーンの詳細については次頁をご参照ください。 

 

■キャンペーンサイト URL 

■ZOZORESORT URL（PC/携帯共通）  

http://zozo.jp/ 
■TOWER RECORDS URL(PC/携帯共通)  
http://tower.jp/towerzozo/ 

 

 

 

 

 

ZOZOTOWN モバイル 

特設ページへの QR コード

TOWER RECORDS × ZOZORESORT 
「タワーリゾート・キャンペーン」 7月2日から共同開催 

タワーレコード・オンライン 

特設ページへの QR コード

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 担当：谷河（やがわ）、高橋  TEL:03-3496-5245  Email :press@tower.co.jp

株式会社スタートトゥデイ 広報担当：大村、篠田  TEL：043-213-9003  Email：press@starttoday.jp 
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■キャンペーン詳細 

キャンペーン名称： TOWER RECORDS×ZOZORESORT タワーリゾート・キャンペーン 

キャンペーン期間： 2009 年 7 月 2 日（木）～8 月 10 日（月） 

キャンペーン内容： 期間中、双方のサイトおよびタワーレコード店頭にて開催 

 

■タワーレコードと人気 14 ブランドの限定コラボアイテムを ZOZOTOWN とタワーレコード・オンラインで販売 

今回、このキャンペーンを記念して、ZOZOTOWN で取り扱っている人気 14 ブランドが、“タワーレコード 30 周
年”と“MUSIC”をキーワードにオリジナルアイテムをデザイン。ZOZOTOWN 内のタワーレコードキャンペーン
ページと、タワーレコード・オンライン特設ページで限定販売します。すべてのアイテムにタワーレコード 30 周
年記念ロゴが入っています。  
※タワーレコード・オンラインでは、5 ブランドの T シャツの販売を予定しています。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

＜ブランド一覧＞ 

 ○タワーレコード・オンラインにて販売する 5 ブランドの T シャツデザイン 
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・ STUSSY    
「STUSSY × TOWER RECORDS 30th TEE」 

     サイズ：S/M/L/XL 
     価格：\5,250-（税込） 
       ※7 月 2 日（木）より予約開始 

 
・ ROCSTAR   

「ROCSTAR × TOWER RECORDS 30th TEE」 
     サイズ：S/M/L/XL 
     価格：\3,990-（税込） 

※7 月 2 日（木）より予約開始 
 

・ MACKDADDY  
「MACKDADDY×TR-30 TEE」 

     サイズ：S/M/L/XL/XXL 
     価格：\3,990-（税込） 

※7 月 2 日（木）より予約開始 
 

・ DOARAT    
「TOWER RECORDS×ZOZORESORT×DOARAT T-SHIRT」 

     サイズ：S/M/L/XL 
     価格：\5,040-（税込） 

※7 月 2 日（木）より予約開始 
 

・ GDC 
     「TOWER RECORDS 30th ANIV TEE」 
     サイズ：XS/S/M/L/XL ※XS はレディース展開です 

          価格：\6,300-（税込） 
※7 月 2 日（木）より予約開始 



■ZOZORESORT サイト「TOWER RECORDS in ZOZORESORT」 

 
「ZOZORESORT」内にタワーレコード特設キャンペーン・ページが登場！ 
メインページは夏フェスをイメージしFLASH®でデザイン。全てCGで制作したブースや建物が、コミカルに動き楽
しんでいただけるサイトとなっています。 
 

CONTENTS 
1. タワーレコードと人気 14 ブランドの 

限定コラボアイテムを ZOZOTOWN で販売 
ZOZOTOWN で取り扱っている人気の１４ブランド 
による、タワーレコードオリジナルコラボアイテムの 
販売。（前述） 

2. 夏フェス情報+グッズページ 
タワーレコードオリジナルの夏フェスグッズと 
ZOZOTOWN が紹介する夏フェスグッズをまとめて 
紹介。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■タワーレコード内特設ページ「TOWER RECORDS × ZOZORESORT 会員登録キャンペーン」 
 
タワーレコードのサイト内に特設ページが登場！ 
 

CONTENTS 
1. タワーレコード・オンライン入会キャンペーン 

期間中、入会いただいたお客様全員に 
TOWER RECORDS in ZOZORESORT で展開する 
5 ブランドのオリジナルデザイン壁紙をプレゼント。 
その他にも NO MUSIC, NO LIFE.のスタッズを施 
した HTC 社製のスタッズベルトをはじめ、同じく 
文字盤に NO MUSIC,NO LIFE.の刻印が入った 
VESTAL 社製の腕時計などタワーレコードオリジ 
ナルのファッションアイテムが多数抽選であたる 
入会キャンペーンを実施します。 

2.  NO MUSIC, NO LIFE.ギャラリー 
NO MUSIC, NO LIFE.の代表的なポスターや 
T シャツの紹介をします。また、ポスター撮影の 
メイキングや、出演アーティストが今の時代と音楽 
との接点を語る、貴重なオリジナルムービーも閲覧 
できます。 

3. 人気ブランドとの限定コラボ T シャツの販売 
ZOZOTOWN で販売するコラボ T シャツとは別の 
カラーを販売。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■タワーレコード店頭  
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タワーレコードと ZOZORESORT による 

「タワーリゾートプレゼントキャンペーン」を開催。 

期間中、タワーレコード店頭で商品を購入された

お客様に、抽選で ZOZOTOWN で使えるお買い

物ポイント 1,000 円分を 2,020 名様に、タワーレコ

ードオリジナルグッズ（非売品）5 点セットを合計

30 名様にプレゼント。 

期間：2009 年 7 月 2 日（木）～8 月 10 日（月） 

応募方法：ご購入者を対象に店頭で配布するフ

ライヤーに記載されている QR コード

にて ZOZORESORT 内のキャンペー

ン・ページにアクセス。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


