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2017 年１月 30 日 

報道関係各位  

カルチュア・エンタテインメント株式会社 

株式会社 TSUTAYA 

 

New Album「WAY OF GLORY」発売記念 

「T カード（AAA デザイン）」 

2 月 21 日（火）より、TSUTAYA 店頭発行スタート!! 

～TSUTAYA オリジナルグッズも先着でプレゼント！～ 
 

 CCC グループで全国に TSUTAYA を展開する株式会社 TSUTAYA（以下、TSUTAYA）と、映画・音楽・

出版の企画・製作などのエンタメ事業を展開するカルチュア・エンタテインメント株式会社（以下、CE）

は、2 月 22 日（水）に「AAA」が、New Album「WAY OF GLORY」を発売することを記念し、2 月 21

日（火）より「T カード（AAA デザイン)」を発行開始いたします。また、TSUTAYA の WEB サイトでは、

先行受付を開始しています。 

 

「T カード（AAA デザイン）」公式サイト 
http://fan.tsite.jp/tcard/aaa/ 

 

AAA とのコラボレーション T カードの保有者限定特典とし

て、公式サイトにアクセスし、発行した T カードに貯めた T ポ

イントを使ってご応募すると、抽選で当たる AAA グッズをご

用意いたしました。さらに、2 月 21 日（火）より TSUTAYA

店頭で展開する AAA New Album＆LIVE DVD/ Blu-ray 連動

キャンペーンにご参加の際に、発行した T カードをご提示いた

だいた方へ先着で「連動スペシャル・グッズ」をプレゼントい

たします。 

 

 

TSUTAYA と CE では、アーティストの世界観をより深く楽しんでいただけるように、キャラクターデザ

インの T カードを通じて、オリジナルグッズなどの保有者限定特典の提供を行いながら、音楽のあるライフ

スタイルの楽しみをご提案してまいります。 

 

 

 

■「T カード（AAA デザイン）」公式サイト 

http://fan.tsite.jp/tcard/aaa/ 

「T カード（AAAデザイン）」の情報や特典の申し込みなどを随時更新してまいります。 

 

■「T カード（AAAデザイン）」の申し込み方法、受付期間など 

・全国の TSUTAYA 店頭受付期間：2017 年 2 月 21 日(火)～2017 年 5 月 31 日(水)  

※発行受付店舗は、「T カード（AAA デザイン）」公式サイトに掲載しております。 

※なくなり次第、発行終了になります。 

※一部店舗では、事前発行受付を実施しております。 

・TSUTAYA オンラインショッピング受付期間：2017 年 1 月 27 日(金)～2017 年 12 月 31 日(日)  

「T カード（AAA デザイン）」詳細 
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※2017 年 2 月 20 日(月)までにお申し込みの方は、2017 年 2 月 21 日(火)以降のお届けとなります。 

・カード発行手数料：500 円（税抜） 

※TSUTAYA レンタル利用登録料が別途かかる場合もございます。 

 

 

T ポイント提携先で「T カード（AAA デザイン）」をご提示いただき T ポイントを貯め、公式サイトより応募口数の

T ポイントを使ってご応募いただくと、抽選で AAA のグッズをプレゼントいたします。応募方法や詳細は順次公式サイ

トにて更新してまいります。 

 

 

「T カード（AAA デザイン）」を発行し、AAA の対象商品をそれぞれ先着でご購入いただくと、TSUTAYA でしか手に

入らない「連動スペシャル・グッズ」をプレゼントいたします！参加条件は以下となります。 

 

キャンペーン期間：2017 年２月 21 日（火）～  

※展開期間は店舗により異なります。 

 

① 2/21 発行の「T カード（AAA デザイン）」を発行 

② 2/22 発売の New Album「WAY OF GLORY」を購入し、先着特

典の「オリジナルカード（IC カードサイズ）」をゲット 

③ 3/22 発売の LIVE DVD/ Blu-ray「AAA Special Live 2016 in 

Dome -FANTASTIC OVER-」購入時に、上記①「T カード（AAA

デザイン）」と、②「オリジナルカード（IC カードサイズ）」の両方

をご提示頂いた方に、先着で「連動スペシャル・グッズ」として、

オリジナルクリアファイル 2 枚セットをプレゼントいたします。 

 

※「オリジナルカード（IC カードサイズ）」は New Album「WAY OF GLORY」の先着特典となります。なくなり次第終了となり

ます。 

※「オリジナルカード（IC カードサイズ）」は「T カード（AAA デザイン）」の提示有無に関係なくプレゼントいたします。 

※「連動スペシャル・グッズ」の内容は変更する可能性がございます。 

※「連動スペシャル・グッズ」は先着特典となります。なくなり次第終了となります。 

※「連動スペシャル・グッズ」のお渡しは、LIVE DVD/ Blu-ray「AAA Special Live 2016 in Dome -FANTASTIC OVER-」を店

頭でご購入いただいた方に限ります。TSUTAYA オンラインショッピングでのご購入は対象外となります。 

 

 

 

■New Album「WAY OF GLORY」 

2017 年 2 月 22 日（水） リリース 

 

昨年の 11 月 12 日、13 日に京セラドーム大阪で、11 月 15 日、16 日に東京ドームで初

の単独ドーム公演（計 4 日間・18 万人動員）「AAA Special Live 2016 in Dome-

FANTASTIC OVER-」の成功を果たした AAA。 

そんな飛躍の年となった 2016 年を経て、今年 2 月にニューアルバムのリリースが決

定！！！ 

AAA が出演し話題となったスプライトの CM ソング「NEW」、6 年ぶりの M ステ出演で話

題となった「涙のない世界」など 2016 年を彩ったシングル 2 曲を含む全 13 曲を収録予定。 

 

 

■LIVE DVD/Blu-ray「AAA Special Live 2016 in Dome -FANTASTIC OVER-」 

2017 年 3 月 22 日（水）リリース 

詳細はこちら：URL http://avex.jp/aaa/news/ 

 

「T カード（AAA デザイン）」をお持ちの T 会員向け限定特典 

TSUTAYA 限定！AAA New Album＆LIVE DVD/ Blu-ray 連動キャンペーン！ 

「AAA」リリース情報 
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