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TOBU×TUBE の奇跡のコラボが実現！期間限定コーナー「TUBE百貨店」開設  

「TOBU」が夏バンド「TUBE」とコラボフェアを開催 
東武百貨店 池袋本店 

 

東武百貨店 池袋本店は、7月 15日（水）から 7月 29日（水）まで開催する『全館夏の大感謝祭』において、今年デビ

ュー30周年を迎えた夏バンド「TUBE」と期間限定のコラボフェアを実施します。 

期間中、5階に特設コーナー「TUBE百貨店」を開設し、TOBUとTUBEの限定コラボグッズを販売するほか、店内の 5

階の喫茶を、TUBEの楽曲を楽しめる期間限定の「喫茶チューブ」として、さらに 8階屋上を「TUBEガーデン・ビアテラス」

として展開します。フェア期間中、地下 1階 6番地エントランスには東武百貨店のロゴに並んで、TOBUロゴ風にデザイ

ンした当イベント限定の TUBEロゴが登場し、遊び心ある演出でフェアを盛り上げます。 

フェアのスタート日である 7 月 15 日（水）にベストアルバム「BEST of TUBEst ～All Time Best～」をリリースする

TUBE とのコラボフェアで、TUBE ファンの皆様やご来店のお客様に、ウキウキと楽しい夏気分をお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「TOBU」×「TUBE」コラボフェアの概要 

（1） 期間限定コーナー「TUBE百貨店」で東武オリジナルの TUBEグッズを販売 

期間：7月 15日（水）～29日（水） ／ 場所：5階 10番地 特設会場 

夏レジャーに活躍するビーチサンダルやＴシャツ、ゴルフボールなどの雑貨から食料品まで、東武百貨店オリジナル

の TUBE グッズを 10 種類展開します。神奈川県の地ビールメーカーや、ビーチサンダル専門店などの協力のもと、

イベント限定 TUBE ロゴや TUBE のアルバムジャケットをイメージした遊び心ある商品が満載です。会場ではこのほ

かＣＤも展開し、ＴＵＢＥ一色のコーナーが登場します。 

（2） 期間限定「喫茶チューブ」、「TUBEガーデン・ビアテラス」を展開 

期間：7月 15日（水）～29日（水） ／ 場所：5階 喫茶「ル・ポワール」、8階屋上スカイデッキ広場「BBQガーデン・

ビアテラス」 

期間中、喫茶「ル・ポワール」を「喫茶チューブ」として、「BBQガーデン・ビアテラス」を「TUBEガーデン・ビアテラス」と

して営業します。「喫茶チューブ」では TUBEの 30年間を凝縮したようなディスプレイと、TUBEにちなんだ限定のコラ

ボメニューなどを提供します。また 8階屋上の「TUBEガーデン・ビアテラス」では 「TUBE生ビール」と限定コラボメニ

ュー「TUBE ドッグ」を販売します。                       ※別紙にて商品・メニューの詳細を掲載しています  

↑TOBU×TUBE コラボ商品 10種類を発売 ↑エントランス（1箇所）のロゴがＴＵＢＥに！ ↑デビュー30周年を迎えた TUBE 

× 
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■ 東武オリジナルの TUBEグッズ商品リスト 

TUBEグッズを販売する特設コーナー「TUBE百貨店」と一部の売場で、計 10種類のオリジナル商品を販売します。 

商品名 価格 販売場所 商品説明 

〔パステル〕 

ＴＵＢＥプリン 
400 円 地下 1 階 洋菓子売場 パステル 

良質な生クリームと卵黄でつくったなめらかなプリンで

す。イベント限定 TUBE ロゴ入り。 

〔泉屋〕 TUBE30 周年マーク入り

クッキーパック 
540 円 地下 1 階 洋菓子売場 泉屋 

昭和 2 年創業の老舗が作る、TUBE の３０周年記

念ロゴが入ったクッキー。 

〔サンクトガーレン〕 

TUBE ビールセット 
2,001 円 5 階特設会場「TUBE百貨店」 

エール製法で作られる神奈川県の地ビールに、オリジ

ナル限定ラベルをつけました。 

〔バディーズ〕 

TUBE ロゴ入りＴシャツ 

4,104 円 

※予定価格 
5 階特設会場「TUBE百貨店」 

背ネームにイベント限定 TUBE ロゴが入った、遊び心

あるオリジナルＴシャツ。 

〔タケヤリ〕 TUBE ロゴ入り帆布バ

ッグ 【受注生産】 
2,592 円 5 階特設会場「TUBE百貨店」 

TOBUの紙袋をモチーフにしたトートバッグ。岡山の老

舗帆布メーカーとコラボ。8 月中旬以降お届け。 

〔イストワール〕 

ピンバッジ（2 個セット） 
1,296 円 5 階特設会場「TUBE百貨店」 

イベント限定 TUBE ロゴと、TUBE３０周年記念ロゴ

が入ったサーフボード型のピンバッジ。 

〔ダンロップ〕 

ゴルフボール（3 個セット） 
1,620 円 5 階特設会場「TUBE百貨店」 

TUBE３０周年記念ロゴが入ったゴルフボール。ゴルフ

好きなメンバーにちなんで作りました。 

〔サエラ〕 

ビニール傘 【受注生産】 
3,240 円 5 階特設会場「TUBE百貨店」 

ビニール傘ブランド「サエラ」とコラボレーション。9 月中

旬以降お届け。 

〔げんべい〕 

ビーチサンダル 
2,160 円 5 階特設会場「TUBE百貨店」 

葉山のビーチサンダル専門店げんべいが作ったロゴ入

りサンダル。全 3 種類。 

〔サーモマグ〕  

TUBE ロゴ入りタンブラー 
2,160 円 5 階特設会場「TUBE百貨店」 

ドリンクを長時間飲み頃に保つロゴ入りタンブラー。容

量 400ｍｌ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 期間限定「喫茶チューブ」・「TUBEガーデン・ビアテラス」のメニュー一例 

5階「喫茶チューブ」・・・TUBEの曲名にちなんだメニューを展開します  

メニュー（一例） 価格・数量 説明 

Summer Dream 
※ドリンク、シャーベット付き 

パスタセット 

1,100 円 

各日 20食 

白い砂浜と赤い太陽をイメージした、

しらすとトマトの冷製和風パスタ 

 

8階「TUBEガーデン・ビアテラス」・・・オリジナルメニューを展開します 

メニュー（一例） 価格 説明 

TUBE ドッグセット 550円 
チューブ型のホットドッグにフライドポ

テトとソフトドリンク付き。 

TUBE生ビール 900円 
ボーカル前田さんの出身地厚木の

地ビールを特製プラカップで提供。 

 

 

 

 

 

↑TUBEビールセット ↑ビニール傘 ↑ピンバッジ ↑ビーチサンダル ↑TUBEロゴ入りタンブラー 

※商品画像と実物はロゴの大きさ等、デザインが変更となる場合があります。表示価格は「消費税率 8％」の価格です。 

↑TUBE ドッグセット 
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【TUBEベストアルバム詳細】 

■タイトル：BEST of TUBEst ～All Time Best～ 

■発売日：7月 15日（水） 

■概要：1985年のデビューからの軌跡を凝縮した 

全 50曲入り（CD4枚組）のオールタイム・ベストアルバム 

■主な収録曲 

 シーズン・イン・ザ・サン、SUMMER DREAM、夏だね、夏を抱きしめて、あー夏休み、Remember Meなど全 50曲 

 

◆初回生産限定盤 

【4CD＋DVD】￥4,980（税込）（AICL2904～AICL2908）  

80年代、90年代のデビュー初期の貴重な Music Videoを収録した DVD“30th Summer -Precious Video Collection-”付き 

◆通常盤 

【4CD】￥3,980（税込）（AICL2909～AICL2912）  

 

※東武百貨店 池袋本店での販売場所は7階8番地ＣＤショップ「五番街」、5階9番地期間限定コーナー「TUBE百貨店」 

 

【TUBEプロフィール】 

1985年 6月 1日、“THE TUBE”としてシングル「ベストセラー・サマー」でデビュー。 

1986年 4月、バンド名を新たに“TUBE”と変え、3rdシングル「シーズン・イン・ザ・サン」をリリースし大ヒット。 

その後も「あー夏休み」、「夏を待ちきれなくて」、「夏を抱きしめて」、「だって夏じゃない」等、夏をテーマにした 

楽曲を多数ヒットチャートに送り出し、“夏＝TUBE”というイメージを、ミュージックシーンのみならず広く世間一般にも定

着させる。 

デビュー以来、毎年精力的な活動を行い、今年 2015年にデビュー30年を迎えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【TUBEに関する報道関係お問い合わせ先】 

㈱ソニー・ミュージックレーベルズ  アソシエイテッドレコーズ/ A&R-Room 1 TEL : 03-5786-8636 / FAX : 03-5786-8641 


