音楽好きの幅広いターゲットへダイレクトアプローチ
全国のレコード店舗を活用したプロモーション！

『大手レコード店

店頭メディア資料』

■タワーレコードメディアの特徴
＜タワーレコード＞
1979年、米国タワーレコードの一事業部として輸入レコードの卸業を開始しました。1981年には他の外資系
レコード店に先駆けて、音楽好きの若者が多く集まる渋谷にオープンし、レコード店の常識を覆す豊富な品揃え、
リーズナブルな価格帯、広大なフロアにレコードを整然と並べ、手書きPOPによるレコメンドを展開する販売手法は、
本場アメリカの雰囲気をそのまま持ち込んだ斬新なスタイルとして、多くのミュージック・フリークの心を捉え、
先駆的な役割を果たしていきました。以降全国に出店を重ね、現在は日本国内に「TOWER RECORDS」を72店舗、
「TOWER mini」を9店舗、展開しています。また1997年よりオンライン事業に参入、2010年にフルリニューアルし、
ECサイト及び音楽情報サイト等、すべてのサイトを統合して総合音楽ポータルサイト「TOWER RECORDS ONLINE」
として運営をしてます。また各種フリーマガジンをはじめ、TwitterやFacebookによる情報コミュニケーションを
積極的に行い、最新の音楽情報や店舗情報をお伝えしています。
＜NO MUSIC, NO LIFE. はタワーレコードのコーポレート・ボイスです＞
“音楽があることで気持ちや生活が豊かになる”という事を、店頭での商品の企画展開を通した音楽の聴き方提案は
もちろん、様々なインストア・イベント、ポイントカードサービス、お客様への接客、bounce・intoxicate・TOWER
といったフリーマガジンの発行、もちろんポスターやCM制作といった広告宣伝、その他広報活動、TOWER RECORDS
ONLINE等の活動全てにおいて体現していく事、それがタワーレコード全スタッフのテーマです。

20代から40代の幅広い層がユーザー

月間来店客数500万人!!
莫大なメディアパワーの店舗媒体
◆1ヶ月平均来店客数（全店・渋谷店）
全店
渋谷店

約5,000,000人
約300,000人

■レコードの店舗展開
多くの店舗がファッションビルや家電量販店またショッピングモールを中心にテナントインをしており、
若年層からサラリーマン・OL、ファミリー層や年配層まで幅広くご来店いただいております
店名

地域
北海道

東北

関東

住 所

1

札幌ピヴォ店

北海道札幌市中央区南二条西4丁目ピヴォ4F

2

苫小牧店

3

アリオ札幌店

4

下田店

青森県上北郡おいらせ町中野平40-1イオンモール下田 2F

5

盛岡店

6

地域
信越・
北陸

店名

住 所

35 新潟店

新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目イオンモール新潟南2F

北海道苫小牧市柳町3丁目1-20イオンモール苫小牧2F

36 上田店

北海道札幌市東区北7条東9丁目2番20号アリオ札幌3F

37 金沢フォーラス店
38 名古屋パルコ店

愛知県名古屋市中区栄3-29-1パルコ東館6F

岩手県盛岡市前潟4-7-1イオンモール盛岡 1F

39 名古屋近鉄パッセ店 ※a

愛知県名古屋市中村区名駅1-2-2近鉄パッセ 9F

仙台パルコ店

宮城県仙台市青葉区中央1-2-3仙台パルコ 8F

40 東浦店

愛知県知多郡東浦町大字緒川字申新田二区67-8イオンモール東浦2F

7

秋田店

秋田県秋田市千秋久保田町4-2秋田フォーラスB1F

41 大高店

愛知県名古屋市緑区南大高2-450イオンモール大高3階

8

郡山店

福島県郡山市駅前1-16-7ATi郡山 6F

42 モレラ岐阜店

9

渋谷店

東京都渋谷区神南1-22-14

10 池袋店

東海

地域
中国

店名

住 所

59 イオンモール倉敷店

岡山県倉敷市水江1番地イオンモール倉敷2F

長野県上田市常田2-12-18イオン上田ショッピングセンター 2F

60 アリオ倉敷店

岡山県倉敷市寿町12-2アリオ倉敷 2F

石川県金沢市堀川新町3番1号金沢フォーラス4F

61 広島店

広島県広島市中区新天地2-1広島パルコ新館9F

62 新居浜店

愛媛県新居浜市前田町8-8イオンモール新居浜2F

63 高松丸亀町店

香川県高松市丸亀町7-16丸亀町グリーン西館3階

64 福岡パルコ店

福岡県福岡市中央区天神2-11-1福岡パルコ 6F

65 アミュプラザ博多店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１ＪＲ博多シティ７階

岐阜県本巣市三橋1100モレラ岐阜2F

66 若松店

福岡県北九州市若松区二島1-3-1イオン若松ショッピングセンター2F

43 静岡店

静岡県静岡市葵区紺屋町6-7静岡パルコ7F

67 久留米店

福岡県久留米市新合川1-2-1ゆめタウン久留米2F

東京都豊島区東池袋1-50-35池袋P'パルコ5･6F

44 ららぽーと磐田店

静岡県磐田市高見丘1200番地三井ショッピングパーク ららぽーと磐田2F

68 香椎浜店

福岡県福岡市東区香椎浜3-12-1イオンモール香椎浜1F

11 新宿店 ※a

東京都新宿区新宿3-37-1フラッグス7～10F

45 鈴鹿店

三重県鈴鹿市庄野羽山 4-1-2イオンモール鈴鹿1F

69 佐賀店

佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535イオンモール佐賀大和2F

12 秋葉原店

東京都千代田区神田花岡町1-1ヨドバシ「AKIBA」ビル7F

46 梅田大阪マルビル店

大阪府大阪市北区梅田1-9-20大阪マルビルB1F

70 大分店

大分県大分市中央町1-2-7大分フォーラスB1F

13 アリオ亀有店

東京都葛飾区亀有3丁目49番3号アリオ亀有 アリオモール2F

47 難波店

大阪府大阪市中央区難波千日前 12－22難波センタービル5F･6F

71 アミュプラザ鹿児島店

鹿児島県鹿児島市中央町1番地１ アミュプラザ鹿児島プレミアム館7階

14 錦糸町店

東京都墨田区太平4丁目1番2号オリナスモール4F

48 梅田NU茶屋町店 ※a

大阪府大阪市北区茶屋町10番12号NU chayamachi 6F

15 リヴィン光が丘店

東京都練馬区光が丘5-1-1 リヴィン光が丘5階

49 あべのHoop店

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30あべのHoop 6F

16 吉祥寺店

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-19-1ヨドバシ吉祥寺6F

50 泉南店

17 八王子店

東京都八王子市明神町3-27-1京王八王子ショッピングセンター5F

51 北花田店

18 ららぽーと立川立飛店

東京都立川市泉町935-1ららぽーと立川立飛 3F

19 町田店

近畿

四国

九州・
沖縄

72 那覇リウボウ店

沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号デパートリウボウ7階

73 アリオ仙台泉店

宮城県仙台市泉区泉中央1-5-1 アリオ仙台泉4F

大阪府泉南市りんくう南浜3-12イオンモールりんくう泉南2F

74 東京駅八重洲口店

東京都千代田区丸の内1-9-1東京駅一番街B1F

大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12イオンモール堺北花田4F

75 汐留店

東京都港区東新橋1-5-15地先地下店舗 B1F

52 西武高槻店

大阪府高槻市白梅町4-1オーロラモール3階

76 ダイバーシティ東京 プラザ店

東京都江東区青海1-1-10ダイバーシティ東京 プラザ5階

東京都町田市原町田6-2-6町田モディ6F

53 アリオ八尾店

大阪府八尾市光町2－3 アリオ八尾3階

77 西武船橋店

千葉県船橋市本町1-2-1西武船橋店 8F

20 川崎店 ※a

神奈川県川崎市川崎区小川町4-1LA CITTADELLA A棟 1F

54 神戸店

兵庫県神戸市中央区雲井通7-1-1ミント神戸6F

78 アリオ松本店

長野県松本市深志1－2－30 アリオ松本6階

21 グランツリー武蔵小杉店

神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135グランツリー武蔵小杉3階

55 明石店

兵庫県明石市東仲ノ町6-1アスピア明石南館2F

79 ららぽーと甲子園店

兵庫県西宮市甲子園八番町1-100ららぽーと甲子園2F

22 横浜ビブレ店

神奈川県横浜市西区南幸2-15-13横浜ビブレGF

56 京都店 ※a

京都府京都市中京区河原町通四条上る河原町OPA9F

80 くずはモール店

23 西武東戸塚店

神奈川県横浜市戸塚区品濃町536-1オーロラモールアネックス館 6F

57 大津店

滋賀県大津市打出浜14-30大津パルコ5F

24 アリオ橋本店

神奈川県相模原市緑区大山町1-22アリオ橋本1階

58 橿原店

奈良県橿原市曲川町7-20-1イオンモール橿原3F

25 アリオ鷲宮店

埼玉県久喜市久本寺谷田7-1アリオ鷲宮2階

26 アリオ上尾店

埼玉県上尾市大字壱丁目367番地アリオ上尾2階

27 イオンレイクタウン店

埼玉県越谷市東町2-8 イオン レイクタウン B街区（mori） 3Ｆ

28 浦和店

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1浦和パルコ4F

29 アリオ川口店

埼玉県川口市 並木元町1-79アリオ川口1階

30 千葉店

千葉県千葉市中央区中央2-2-2千葉パルコ7F

31 津田沼店

千葉県習志野市津田沼1-23-1イオンモール津田沼2F

32 セブンパーク アリオ柏店

千葉県柏市大島田950-1セブンパーク アリオ柏 2階

33 アリオモール蘇我店

千葉県千葉市中央区川崎町52-7 アリオモール2F

34 ららぽーとTOKYO-BAY店

千葉県船橋市浜町２-１-１ららぽーとTOKYO-BAY 南館3階

TOWER MINI

TOWER CAFE

TOWER RECORDS
渋谷店
TOWER RECORDS
82
表参道店
TOWER RECORDS
83
梅田NU茶屋町店
TOWER RECORDS
84
札幌ピヴォ店
81

大阪府枚方市楠葉花園町15-1くずはモール3F
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE

東京都渋谷区神南1-22-14 渋谷店２F
東京都渋谷区神宮前6-3-9 井門原宿ビル2 階
大阪府大阪市北区茶屋町10-12 NU chayamachi 6F
北海道札幌市中央区南2条西4丁目 ピヴォ5F
※a ： TOWERanime併設店

【1】レジサンプリング広告
タワーレコード店舗で商品購入者のショッピングバッグにチラシやサンプル品等の広告物を同梱して配布します。

【店舗イメージ】

【配布イメージ】

【配布物イメージ】

展

開

期

間 約1ヶ月間~

展

開

方

法 精算時にレジスタッフよりお客様配布。
※目視での男・女セグメント相談可。

サ イ ズ ・ 仕 様 A5サイズ以内
展
媒

開
体

※エリアセグメント相談可。

量 最低100,000部~

料

チラシ：@12円～
金 小冊子：@15円～
試供品：@50円～

※配布物は事前にご相談下さい。

1ヶ月間で30万部まで対応可

※配布物の配送費は含まれておりません。

ス ケ ジ ュ ー ル

※配布数は店舗によって異なります。

／ 試供品・チラシ・リーフレット

数

【配布イメージ】

※セグメント費用（エリア：＋10円／性別：＋10円）

※直接納品も可能ですが事前にご相談ください。

申込締切／開始60日前（決定優先となります）
納品／配布開始予定日の3日前に各店舗へ納品
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【2】オンライン同梱広告
タワーレコードオンラインで商品購入者への配送時に広告物を同梱して配布します。

【WEBイメージ】

【同梱イメージ】

【同梱イメージ】

展

開

期

間 約1ヶ月間~

展

開

方

法 TOWER RECORDS ONLINE（公式ECサイト）にて購入者へ商品と一緒に同梱し配布。

※配りきりにて終了

※エリア・ユーザーのセグメントは不可となります。

サ イ ズ ・ 仕 様 A6サイズ以内
展

開

数

量 最低30,000部~

媒

体

料

金 @10円～

ス ケ ジ ュ ー ル

／最大（130×180mm）

※配布物は事前にご相談下さい。

1ヶ月間で100,0000部まで対応可

※配布物の配送費は含まれておりません。

申込締切／開始60日前（決定優先となります）
納品／配布開始予定日の1週間前
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