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タワーレコード池袋店
「アニメ」
「イベント」をテーマに 11/29 リニューアルオープン！
アニメ専門 SHOP in SHOP ブランド「TOWERanime」が店内にオープン！
こけら落としのイベントには新井ひとみ（東京女子流）が登場！
PRESS RELEASE
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、
2019 年 11 月 29 日（金）に、売り場面積 265 坪と東京 23 区内では渋谷店、新宿店に次ぐ大型店、「タワ
ーレコード池袋店」（池袋 P’パルコ 5～6 階）をリニューアルオープンします。今回のリニューアルでは、
池袋のトレンドと音楽シーンをより強く反映させ、5 階に「TOWERanime」をオープン。さらに大型イベン
トスペースも設け、よりリアルでライブな CD ショップを目指します。また 6 階には J-POP から JAZZ、
CLASSICAL まで各ジャンルを集約することで買い回りよく、じっくりと音楽との出会いを楽しめるフロア
構成としました。
池袋店では、今回のリニューアルに際し、新井ひとみ（東京女子流）や Novelbright をはじめとする人気
アーティストのインストア＆アウトストアイベントを開催する他、池袋店リニューアルを盛り上げるキャン
ペーンの開催も決定しました。
また今回、池袋店リニューアルを記念するコラボレーションとして「ヒプノシスマイク」のキービジュア
ル起用が決定、さらに今回のリニューアルの目玉であるアニメ専門 SHOP in SHOP「TOWERanime」のオ
ープンを記念し、話題の新コンテンツ“俺たちが奏でる青春ジャズストーリー”「JAZZ-ON!」とのコラボレー
ションも決定しました。
※リニューアルの詳細、イベントスケジュール、キャンペーンなどは次頁以降をご参照ください

池袋店リニューアル・キービジュアル『ヒプノシスマイク』（左）
TOWERanime IKEBUKURO オープン記念コラボ『JAZZ-ON!』（右）
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<本件に関する報道関係各位からのお問合せ先>
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（平日 9:30-18:30）Email：press@tower.co.jp

タワーレコード池袋店
池袋店は、1989 年にオープン、1994 年に現在の池袋 P’ パルコへ移転して以降、つねに池袋の音楽シー
ンと寄り添ってきた、当社にとっても歴史ある店舗の一つです。
今回のリニューアルでは、昨今のアニメやサブカルチャーを核とした池袋の街のトレンドと、現在の音楽
シーンをより明確に反映させ、
「アニメ」と「イベント」をテーマに店内のレイアウトおよびマーチャンダイ
ジングを変更しました。これにより、アイドル、ジャニーズ、BOYS POP、K-POP、アニメ・アニソン関連
など、現在の音楽シーンを象徴する「アーティストファン」向けのフロアを 5 階に、そして、従来の新しい
音楽との出会いを求める「音楽ファン」向けのフロアを 6 階に集約することで、さまざまなお客様の嗜好に
そってお買い物が楽しめる店舗づくりを目指しています。
5 階 TOWERanime、催事場
タワーレコードのアニメ専門 SHOP in SHOP ブランドである「TOWERanime」がオープン。約 40 坪の
スペースは、これまでのアニメコーナーの約 2.5 倍を誇り、その中の催事スペースでは様々な POP UP SHOP
も展開していく予定です。オープン時には、話題のスマホアプリゲームの「REALIVE！～帝都神楽舞隊～」
の公式グッズ SHOP を開催します。
5 階 イベントスペース
これまで 6 階に位置していたイベントフロアを 5 階に移し、これまでの 2 倍のスペースにて約 200 人の
収容が可能なスペースにします。リニューアルオープン当日の 29 日（金）には、このスペースのこけら落
としとして、11 月 27 日（水）初のソロシングル「デリケートに好きにして」をリリースする東京女子流の
新井ひとみのインストアイベントを開催。さらに翌日 30 日（土）はアウトストアイベントとして、大阪を
中心に活動し、その人気が今や全国区となった 5 人組ロックバンド Novelbright のイベントを池袋パルコ本
館屋上にて開催します。
6階
J-POP から洋楽 ROCK、SOUL、WORLD、JAZZ、CASSICAL、人気の AOR＆シティポップなど全ジャン
ルを集約。タワーレコードが誇る各専門バイヤーが、メジャー、インディーズ、新譜、旧譜を問わず、各ジ
ャンルのお薦め作品を展開していきます。
■タワーレコード池袋店
店舗名

：タワーレコード池袋店

住所

：〒170-0013

電話

：03-3983-2010

東京都豊島区東池袋 1-50-35

店舗概要■

池袋 P´パルコ 5・6F

リニューアルオープン日：2019 年 11 月 29 日（金）
営業時間 ：11:00 開店 21:00 閉店
年間休日 ：池袋 P’パルコの休業日に準じます
店舗面積 ：265 坪
在庫枚数 ：約 125,000 枚
店長

：本田 良

店舗ホームページ URL：https://tower.jp/store/kanto/Ikebukuro
池袋店公式 Twitter：https://twitter.com/TOWER_Ikebukuro
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池袋店リニューアルオープンキャンペーン
池袋店だけのお得なキャンペーンを開催します。
【開催期間】
2019 年 11 月 29 日（金）～12 月 8 日（日）

10 日間

【実施内容】
① タワーレコードメンバーズ限定ポイント 10％還元
メンバーズにご登録いただいているお客様対象に全品、
ポイントを 10％還元。さらに期間中 10,000 円以上（税込）
お買い上げでポイント 15％分を差し上げます。
※金券、チケットなど一部対象外となる商品があります。
② 抽選会
5,000 円以上（税込）お買い上げで、豪華賞品が当たる抽選会にご参加いただけます。
賞品：ポケット付 T シャツ、クッション、ビッグバスタオル、ステンレスボトル…etc
③ タワーレコードメンバーズ限定 アプリクーポンご提示で「タワレコオリジナル缶バッジ」プレゼント
※数量限定のためなくなり次第終了となります。
※缶バッジの絵柄はお選びいただけません。

④ TOWERanime IKEBUKURO オープンキャンペーン①
アニメ関連商品 3,000 円（税込）以上お買い上げで、「JAZZ-ON!」
オリジナルポストカードをプレゼント。
※数量限定のためなくなり次第終了となります。

⑤ TOWERanime IKEBUKURO オープンキャンペーン②
「KING OF PRISM」関連商品お買い上げ 1,500 円（税込）ごとに、
特典として「煌モコ♪ステッカー（全 12 種）」をランダムで 1 枚
プレゼント。

⑥ TOWERanime IKEBUKURO オープンキャンペーン③
TOWERanime IKEBUKURO ×「"JAZZ-ON!" the Radio」コラボ店内放送！！
話題の新鋭コンテンツ『JAZZ-ON!』から、「"JAZZ-ON!" the Radio」でパーソナリティを務める「九
鬼煌真」役、石谷春貴さんと「星乃レイ」役、ランズベリー・アーサーさんによるリニューアル OPEN
を記念した池袋店限定トークを放送します。
※放送期間：11/29(金)～12/8(日)：開店 11:00/16:00/19:00 にて放送予定
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◆TOWERanime POP UP SHOP
REALIVE!〜帝都神楽舞隊〜 公式グッズ SHOP
開催期間：2019 年 11 月 29 日（金）～
開催内容：今冬リリース予定の話題のスマホゲームアプリの
公式グッズを販売。
販売内容：アクリルスタンド/缶バッジ/アクリルジオラマ
/ラバーキーホルダー/ウッドスタンド
/アクリルネームキーホルダー/マグネット付メモ缶
今後新規グッズもラインナップ予定です。お楽しみに！
＜商品一覧＞

オープニング施策の詳細：https://tower.jp/store/news/2019/033002/014001

◆タワーレコード池袋店リニューアルオープニング記念イベント
オープン記念イベントとして、11 月 29 日（金）より様々なイベントを開催します。

11 月 29 日（金）
・19:30～ 新井ひとみ(From 東京女子流)
参加方法：イベント当日 11/27 発売のデビューシングル「デリケートに
好きして」を 1 枚ご購入頂いた方に、先着で「優先エリア
入場券（番号ランダム）」と 「特典会参加券」を 1 枚お渡し
します。
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11 月 30 日（土）
・13:00～ GOTCHAROCKA
参加方法：11 月 26 日（火）～タワーレコード池袋店にて対象商品を
2 タイプ同時購入の方に「整理番号付き入場券(番号ラン
ダム配布)」、および「握手＆私物サイン会参加券」を
お渡し致します。

・16:00～ エグスプロ―ジョン
参加方法：11 月 26 日（火）～タワーレコード池袋店にて 11/27 発売
「UNO」を 1 枚ご購入で「整理番号付き 3 ショット写メ
会参加券」と特典「アザージャケット」(9 種類の中から
ランダム配布)1 枚をお渡しします。

・19:00～ Ricky
参加方法：イベント当日 18 時～タワーレコード池袋店にて対象商品
をご購入で「整理番号付きイベント参加券」と「サイン会
参加券」をお渡し致します。

★18:00～ Novelbright （PARCO 本館屋上イベント）
参加方法：11 月 25 日（月）～タワーレコード池袋店にて対象商品を
ご購入頂いた方に、先着で「優先観覧エリア入場整理券」
と「ズッ友会参加券」をお渡し致します。

12 月 1 日（日）
・19:00～ アンフィル
参加方法：タワーレコード池袋店にて 11/6 発売アンフィル
「Lies or not? 」をご購入の方(予約者優先)に、先着で
「撮影券」をお渡し致します。

イベントの詳細：https://tower.jp/store/kanto/Ikebukuro/event
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