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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 以下タワーレコード）では、全国のタ

ワーレコードおよびオフィシャル WEB サイト「@TOWER.JP」、オフィシャル携帯サイト「TOWER MOBILE」

（http://tower.jp/ [PC・携帯共通]）※1 にて 2009 年 11 月 20 日(金)から 2010 年 1 月 11 日(月・祝)の期間、「タワーレコ

ード 30 周年 冬セール!!!」を開催いたします。 

今回のセールの目玉は、30 周年施策としてご好評いただいている“タワレコイン・キャンペーン”※2 がグレードアップ。

通常の「タワレコインの日」である 10 日、20 日、30 日に加え、セール期間中は、5 のつく日（5 日、15 日、25 日）も\3,000

（税込）以上お買い上げごとにタワレコインを 1 枚プレゼントいたします。 

また、期間中はタワーレコードポイントが通常 500 円（税込）で 20 ポイントのところ、倍の 40 ポイントとなる“W ポイント 

サービス”※3や、タワーレコードが選んだ最新の輸入盤CDが￥1,500の均一プライスでお買い求めいただける“輸入盤

スーパープライス \1500”、対象商品をご購入いただいた方の中から 

応募抽選でタワーレコード・ギフトカードなど豪華賞品が当たる 

“Xmas キャンペーン”など、お得なキャンペーンを多数開催 

いたします。 

詳細は 2 ページ目をご覧下さい。 

 
※1 店舗とは期間、内容が異なる場合がありますので、各サイトをご確認ください。 

※2 店舗限定キャンペーン。タワーレコードオフィシャルサイトでは実施して 

おりません。タワレコインでご利用いただけるサービスは金券類、及び 

一部商品は対象外とさせていただきます。また、その他店舗限定 

Ｗポイントサービスとの併用はできません。 

※3 店舗限定キャンペーン。タワーレコードオフィシャルサイトでは実施して 

おりません。オンラインのポイントサービスは後日発表いたします。 

金券類、及び一部商品は対象外とさせていただきます。また、その他 
店舗限定Ｗポイントサービスとの併用はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（0941）

2009 年 11 月 4日

タワーレコード株式会社

タワーレコード日本上陸 30 周年を締めくくるセールはお得が盛りだくさん 

タワレコイン・キャンペーンもよりお得になって登場 

タワーレコード 30 周年 冬セール !!!  

11 月 20 日（金）よりタワーレコード全店でスタート！ 

NEWS 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 担当：谷河（やがわ）、伊早坂、松本、高橋 

TEL  03-3496-5245   E-mail   press@tower.co.jp 
〒150-0031  東京都渋谷区桜丘町 8-9  メイセイビル 

タワーレコード 30 周年 冬セール!!! ビジュアル 

 

タワーレコード 30 周年 冬セール!!! 

特設ページ URL 

http://sale.tower.jp/ 
(PC・携帯共通)  

特設ページ QR コード 
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タワーレコード 30 周年 冬セール!!! 

タイトル： タワーレコード 30 周年 冬セール!!! 

セール・キャンペーン専用サイト： http://sale.tower.jp/ (PC・携帯共通) 

開催期間： 2009 年 11 月 20 日（金）～2010 年 1 月 11 日（月・祝） 

開催店舗： タワーレコード全店/タワーレコードオフィシャル WEB サイト※1/タワーレコードオフィシャル携帯サイト※1 

※1   店舗とは期間、内容が異なる場合がありますので、各サイトをご確認ください。 

 

●タワレコイン・キャンペーン※2 

配布期間 ： 2009 年 11 月 20 日（金）～2009 年 12 月 30 日（水） の 5・10・15･20・25･30 日 計 9 日間 

利用期間 ： 2010 年 1 月 11 日（月・祝） 

セール期間中は、10 日、20 日、30 日に加え、5 のつく日（5 日、15 日、25 日）も\3,000（税込）以上お買い上げごとに 

タワレコインを 1 枚プレゼント！ 

※2  店舗限定キャンペーン。タワーレコードオフィシャルサイトでは実施しておりません。タワレコインでご利用いただけるサービスは

金券類、及び一部商品は対象外とさせていただきます。また、その他店舗限定Ｗポイントサービスとの併用はできません。 

●W ポイントサービス※3 

開催期間： 2009 年 11 月 20 日（金）～2009 年 11 月 27 日（金）  

タワーレコードポイントが通常 500 円（税込）で 20 ポイントのところ、期間中は倍の 40 ポイントに。 

※3  店舗限定キャンペーン。タワーレコードオフィシャルサイトでは実施しておりません。オンラインのポイントサービスは後日発表い

たします。金券類、及び一部商品は対象外とさせていただきます。また、その他店舗限定Ｗポイントサービスとの併用はできません。 

 

●輸入盤スーパープライス \1500 

開催期間： 2009 年 11 月 20 日（金）～2010 年 1 月 11 日（月・祝） 

タワーレコードが選んだ輸入盤新譜約 200 タイトルを、\1,500 均一のお得なプライスにて提供。 

 

●Xmas キャンペーン 

開催期間： 2009 年 11 月 20 日（金）～2009 年 12 月 25 日（金） 

対象商品をご購入いただいたお客様に応募抽選でタワーレコード・ギフトカードなど豪華賞品をプレゼント！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOWER RECORDS 冬セール!!!の第 2 弾キャンペーン内容は、12 月上旬にプレスリリースおよび、セール・キャンペー

ン専用サイト（http://sale.tower.jp/）にて発表の予定です。 

モバイル会員限定キャンペーン 

●モバイル会員先行セール※4 

開催期間： 2009 年 11 月 10 日（火）～2009 年 11 月 19 日（木） 

タワーレコード 30 周年 冬セール!!!に先行し、モバイル会員限定で、 

\5,000 以上お買上ごとに 10%OFF となるクーポンを配信。 

※4  店舗限定キャンペーン。タワーレコードオフィシャルサイトでは実施しておりません。 
また金券類、及び一部商品は対象外とさせていただきます。 
 

●2009 TOP40 セラーズ トトカルチョ※5 

応募期間： 2009 年 11 月 10 日（火）～2009 年 11 月 23 日（月・祝） 

モバイル・サイトより、洋楽の TOP5、邦楽の TOP5、それぞれをプルダウン方式で選択。 

10 タイトル全てを当てた方にタワーレコード年間 W ポイントパスをプレゼント！ 

※5 応募はお一人様 1 回限りとさせていただきます。重複応募は無効となります。 

特設ページ QR コード 

http://sale.tower.jp/ 


