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タワーレコードが毎月、おすすめのアーティストやアイテムをピックアップして様々な企画を展開する

「マンスリー・タワー・プッシュ」として、いま一大ムーヴメントを巻き起こしている 12 人の声優による

ラップ・プロジェクト「ヒプノシスマイク」を大フィーチャーします。 

 

タワーレコード店舗では「マンスリー・タワー・プッシュ コラボポ

スター」の全店掲出や、山田一郎（CV: 木村昴）による開店コール、

Twitter 抽選プレゼントキャンペーンを実施。また、タワーレコードで

『MAD TRIGGER CREW VS 麻天狼』をご購入いただいた方には先着

で、オリジナル・ダブル特典として「ヒプノシスマイク×TOWER 

RECORDS コラボ仕様 d ポイントカード」と「ポストカード」を差し

上げます。そして、タワーレコード発行のフリー・マガジン「bounce」

の 11 月 25 日発行号では「ヒプマイ」が表紙に登場。同誌ならではの

音楽視点で「ヒプマイ」を総力特集します。 

また、今回は「グラフィティー・アート1」をテーマにしたヒプノシ

スマイクとタワーレコードのオリジナル・コラボグッズを発売します。

手にスプレーを持った SD キャラクター2 や、新規グラフィティーの

MC ネームデザインは、すべて本コラボのための描き下ろし。ファン必

見の商品ラインアップは、ここでしか手に入らない限定アイテムです。 

さらに 12月からは TOWER RECORDS CAFEによるコラボカフェの

開催も決定。いよいよバトルシーズンも佳境に入るヒプノシスマイクを、

タワレコは全力で応援していきます！ 

 

◆ コラボレーション開催概要 ◆ 

①マンスリー・タワー・プッシュ コラボポスターを全店で掲出（11/1～） 

②山田一郎（CV: 木村昴）による開店コールを全店でオンエア（11/13～） 

③Twitter抽選で「コラボポスター」プレゼント全店キャンペーン（11/13～） 

④オリジナル・ダブル特典「ヒプノシスマイク×TOWER RECORDSコラボ仕様 dポイントカード」 

&「ポストカード」プレゼント 

⑤ヒプノシスマイクが表紙を飾るフリー・マガジン「bounce」配布（11/25～） 

⑥「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- × TOWER RECORDS コラボグッズ」発売（11/13～） 

⑦「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- × TOWER RECORDS CAFE」コラボカフェ開催（12月開催予定） 
 

 

詳細は次項およびタワーレコード オンライン「ヒプノシスマイク」特設ページへ https://tower.jp/hm  

                                                   
1 スプレーやフェルトペンなどを使い、壁などに描かれた落書きのこと。 
2 スーパー・ディフォルメという手法を用いて制作されたチビキャラの総称。 

（18116） 
2018 年 10 月 22 日 

タワーレコード株式会社 

マンスリー・タワー・プッシュ 

コラボポスター 

mailto:press@tower.co.jp
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①マンスリー・タワー・プッシュ コラボポスターを全店で掲出 

マンスリー・タワー・プッシュ コラボポスター（B1 サイズ）を掲出します。 

【掲出期間】11月 1 日（木）～11 月 30 日（金） 

 

②山田一郎（CV: 木村昴）による開店コールを全店でオンエア 

各店舗それぞれの開店時刻に、 

「ヒプノシスマイク 山田一郎（CV:木村昴）ver.」を放送します。 

【実施期間】11月 13日（火）～11 月 26日（月） 

 

 

③Twitter 抽選で「コラボポスター」プレゼントキャンペーン 

「タワーレコード アニメ」アカウント@TOWER_Anime をフォローし、全店に掲出しているコラ

ボポスターの写真を撮って、写真と一緒に下記【ツイート内容】をツイートした方の中から抽選で 10

名様にマンスリー・タワー・プッシュ コラボポスター（B1 サイズ）を差し上げます。 

【ツイート内容】1.ポスターを見つけた店舗名 2.「#タワレコでヒプマイ dig ってる」  

【実施期間】11月 13日（火）～11 月 26日（月） 

 

④オリジナル・ダブル特典「ヒプノシスマイク×TOWER RECORDS コラボ仕様 d ポイントカード」

&「ポストカード」プレゼント 
 

ヒプノシスマイクの『MAD 

TRIGGER CREW VS 麻天狼』をタワ

ーレコードおよび TOWERmini 全店、

タワーレコード オンラインにてご購

入いただいた方に、タワーレコードオ

リジナル特典「ヒプノシスマイクオリ

ジナル d ポイントカード」と「ポスト

カード」を差し上げます。 

 

 

■対象商品 

アーティスト：ヨコハマ・ディビジョン「MAD TRIGGER CREW」 

/シンジュク・ディビジョン「麻天狼」 

タイトル：MAD TRIGGER CREW VS 麻天狼 

発売日：11 月 14 日（水） 品番：KICA3274 価格：\1,852＋税 

 
＜特典 d ポイントカードおよびポストカードについて＞ 
※既にご予約済みの方も対象となります。※先着でのお渡しにて、なくなり次第終了となります。 
※タワーレコードおよび TOWERmini 全店、タワーレコード オンライン、d ショッピング®、タワーレコー
ド Yahoo!店でお買上げの方が対象です。※「d ショッピング」は、NTT ドコモの登録商標です。 

 

⑤ヒプノシスマイクが表紙を飾るフリー・マガジン「bounce」配布 

ヒプノシスマイクが表紙のフリー・マガジン「bounce」を配布します。 

【配布開始日】11月 25 日（日）より配布開始 

【配布店舗】タワーレコードおよび TOWERmini 全店 

※数量限定のため、先着でなくなり次第終了となります。 

※配布開始日は店舗により前後する場合もございます。 

「bounce」Web ページ https://tower.jp/mag/bounce  

ヒプノシスマイク×
TOWER RECORDS

コラボ仕様 
dポイントカード台紙 

ヒプノシスマイク×TOWER 

RECORDS コラボ仕様 

d ポイントカード 

ポストカード 

https://tower.jp/mag/bounce
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⑥「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- × TOWER RECORDSコラボグッズ」発売 

タワーレコードは、下記それぞれの取扱い店舗にてオリジナルのコラボグッズを発売します。 

■オンライン取扱いアイテム予約開始日：2018 年 10 月 25 日（木）正午からタワーレコード オンラインでのみ受付 

※各アイテムの予約数満了次第、オンラインでの予約受付は終了となります。 
 
 
 2018 年 11月 13 日（火）発売予定  
 
【19 店舗＋オンライン取扱いアイテム】 

・トレーディングアクリルキーホルダー（全 12種）：各 756円（税込） 

※トレーディング仕様のブラインドパッケージのためキャラクターは選べません。 

・缶バッジホルダー（全 4 種）：各 918 円（税込） 

◆対象店舗：タワーレコード渋谷店、新宿店、札幌ピヴォ店、仙台パルコ店、池袋店、秋葉原店、 

アリオ亀有店、川崎店、横浜ビブレ店、浦和店、名古屋パルコ店、名古屋近鉄パッセ

店、鈴鹿店、梅田大阪マルビル店、難波店、梅田 NU 茶屋町店、京都店、イオンモー

ル倉敷店、アミュプラザ博多店、タワーレコード オンライン 
 
※タワーレコード京都店は、改装工事のため、2018 年 11 月 8 日（木）～11 月 15 日（木） 

の間、休業となりますのでリニュアルオープン日の 11 月 16 日（金）からの販売となります。 
 
【渋谷店取扱いアイテム】 

・パーカー（S、M、L、XL）：5,400円（税込） 
 
【オンライン取扱いアイテム】 

・コレクションアクリルキーホルダー（1BOX/12 個入り）：9,072 円（税込） 

※BOX 販売商品になります。※1BOX で 12 種のコンプリートとなります。 

左から、「トレーディングアクリルキーホルダー（全 12 種）」、「缶バッジホルダー（全 4 種）」、「パーカー（S、M、L、XL）」、

「コレクションアクリルキーホルダー（1BOX/12 個入り）」 
 

 2018 年 11月 23 日（金）発売予定  
 
【全店＋オンライン取扱いアイテム】 

・A4 クリアファイル（4 種）：各 410 円（税込） 

・トレーディング缶バッジ（全 12種）：各 432円（税込） 

※トレーディング仕様のブラインドパッケージのためキャラクターは選べません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オンライン取扱いアイテム】 

・コレクション缶バッジ（1BOX/12 個入り）：5,184 円（税込） 

 ※BOX 販売商品になります。 

※1BOX で 12 種のコンプリートとなります。  

トレーディング缶バッジ 

（全 12 種） 

コレクション缶バッジ 

（1BOX/12 個入り） 

A4 クリアファイル（4 種） 
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【4 店舗取扱いアイテム】4 店舗：渋谷店、新宿店、池袋店、横浜ビブレ店 

・タオル（4 種）：各 3,780 円（税込） 

・ネックストラップ（4種）：各 1,296 円（税込） 

・バッグ（4 種）：各 2,700 円（税込） 

※Buster Bros!!!は池袋店、MAD TRIGGER CREW は横浜ビブレ店、麻天狼は新宿店、Fling Posse は渋谷店のみでの、

4Division 限定販売となります。 

左から、「タオル（4 種）」、「ネックストラップ（4 種）」、「バッグ（4 種）」 

 

 2018 年 12月 11 日（火）発売予定  
 
【TOWER RECORDS CAFE 4 店舗＋オンライン取扱いアイテム】 

・ミントタブレット（12 種）：各 648 円（税込） 

・ネイルシール（1 種）：756 円（税込） 

・スマホバンド（12 種）：各 864 円（税込）  

◆対象店舗：TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店、渋谷店、梅田 NU 茶屋町店、表参道店、 

タワーレコード オンライン 

左から、「ミントタブレット（12 種）」、「ネイルシール（1 種）」、「スマホバンド（12 種）」 
 
※会期終了後、事後販売を予定しております。 

※1 人でも多くのお客様が商品をお求めいただけるよう、トレーディング缶バッジ、アクリルキーホルダーは、

お 1 人様 1 回のお会計につき各種５個まで。その他の商品は各種 3 個までとさせていただきます。 

※店頭でのグッズ販売は店頭販売のみとなります。商品取置き、タワーレコード オンラインを介した店頭取置

き、電話受付、店頭受付は承っておりません。 

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なることがございます。 

※発売日は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。 
 
 

⑦「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- ×TOWER RECORDS CAFE」コラボカフェ開催 
 
開催期間やメニューなどの詳細は、後日発表します。 


