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＜タワーレコード渋谷店ニュース＞ 
 2015 年 6 月 12 日 

 

 

 
 

  

 

  

 タワーレコード渋谷店で 6月 3日（水）～30 日（火）の期間開催中の、テレビアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 

スターダストクルセイダース」とのコラボレーション企画『TOWER RECORDS SHIBUYA meets ジョジョの奇妙な冒

険 スターダストクルセイダース』。コラボ企画のひとつである、2F「TOWER RECORDS CAFE 渋谷店」での「ジョ

ジョと奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」初となるコラボカフェ（～6/21 まで）に、“花京院のレロレロ

チャーイ”と“DIO の無駄無駄チャーイ”が追加で登場するほか、「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセ

イダース × TOWER RECORDS コラボグッズ」の第 2弾ラインナップが、6月 13 日（土）より順次発売することが

決定しました。 

さらに、6 月 13 日（土）～21 日（日）の期間、2015 年発売予定の PlayStation®4/PlayStation®3 専用ソフト

「ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン」並びに App Store/Google Play で好評配信中の「ジョジョの奇妙

な冒険 スターダストシューターズ」とのコラボキャンペーン『TOWER RECORDS SHIBUYA コラボ タワレコ meets

ジョジョ SS×ジョジョ EoH キャンペーン』の開催も決定。期間中、「TOWER RECORDS CAFE 渋谷店」（タワーレコ

ード渋谷店 2F）にてお食事いただいた際の領収書を 5F インフォメーションカウンターにお持ちいただき、＜キ

ーワード＞※を伝えると、ここでしか手に入れることのできない“承太郎 VS DIO オラオラ無駄無駄ラッシュう

ちわ”をプレゼントします。 

 6 月 30 日（火）まで続くこのスペシャルなコラボ企画を、お見逃しなくッ！ 

 
※3 ページ目に記載されているコラボキャンペーン詳細をご覧ください。 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険 SC 製作委員会 

 

・「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」公式サイト…http://jojo-animation.com/ 

・荒木飛呂彦公式サイト…http://www.araki-jojo.com/ 

・オフィシャルツイッター…@anime_jojo 

・タワーレコード渋谷店サイト…http://towershibuya.jp/ 

 

ご取材ならびにこの件に関するお問い合わせ先 

タワーレコード株式会社 広報室 谷河（やがわ）、伊早坂、松本   TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp 

 

絶賛開催中ゥゥゥ！！！ 

タワレコ渋谷店がアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」とコラボ 
『TOWER RECORDS SHIBUYA meets ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』 

コラボメニュー＆コラボグッズ第 2 弾発表、さらに、特製うちわがもらえる企画もスタート！ 
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○TOWER RECORDS CAFE SHIBUYA meets ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース 

開催期間：6月 3日（水）～21 日（日） 

開催場所：TOWER RECORDS CAFE 渋谷店（タワーレコード渋谷店 2F TEL：03-3496-3672） 

営業時間：10 時～23 時（ラストオーダー：22 時）  ※混雑時は 60 分制 ※整理券が必要な場合があります。 

＜第 2弾メニュー＞※すべて数量限定となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               花京院のレロレロチャーイ         DIO の無駄無駄チャーイ 
 

・花京院のレロレロチャーイ （コースター付き） [価格]750 円（税込） 

・DIO の無駄無駄チャーイ（コースター付き） [価格]750 円（税込） 
 

＜その他メニュー＞※すべて数量限定となります。 

・オインゴボインゴボンゴレビアンコ～予言の書風パンを添えて～ [価格]1,500 円（税込） 

・DIO の血の滴るブラッディオレンジジュースと「お前は今まで食ったパンの枚数をおぼえているのか？」英国

風ローストビーフサンド [価格]1,800 円（税込） 

・ヴァニラ・アイス クリーム～現実は非情である～ [価格]950 円（税込） 

・「うん すごく好きなんだココナッツ」ジュース（コースター付き） [価格]800 円（税込） 

・承太郎のオラオラチャーイ （コースター付き） [価格]750 円（税込） 

・to be continued チャーイ（コースター付き） [価格]750 円（税込） 

 

○ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース × TOWER RECORDS コラボグッズ第 2弾詳細 

取扱店舗：タワーレコード渋谷店、タワーレコード オンライン（http://tower.jp/jojo） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
画像上左から、缶バッジ イギー 3 個セット A、缶バッジ イギー 3 個セット B、クリアファイル 2枚セット 

画像下左から、T-Shirts オインゴボインゴ、T-Shirts イギー、ウォーターボトル 
 

・ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース × TOWER RECORDS 缶バッジ イギー 3 個セット A、B 

 [価格]各 700 円（税込） [発売日]6 月 13 日（土） 

・ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース × TOWER RECORDS クリアファイル 2 枚セット 

 [価格]500 円（税込） [発売日]6 月 13 日（土） 

・ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース × TOWER RECORDS T-Shirts オインゴボインゴ 

 [サイズ]S、M、L、XL [価格]3,500 円（税込） [発売日]6 月 20 日（土） 

・ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース × TOWER RECORDS T-Shirts イギー 

 [サイズ]S、M、L、XL [価格]3,500 円（税込） [発売日]6 月 30 日（火） 

・ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース × TOWER RECORDS ウォーターボトル 

 [価格]1,000 円（税込） [発売日]6 月 19 日（金） 
 

 

※数に限りがございます。予めご了承ください。 ※販売の内容や価格は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。 
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○バンダイナムコエンターテインメントより好評配信中の「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ」

並びに 2015 年発売予定「ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン」コラボ企画 

『TOWER RECORDS SHIBUYA コラボ タワレコ meets ジョジョ SS×ジョジョ EoH キャンペーン』詳細 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催期間：6月 13 日（土）～21 日（日） 

開催店舗：タワーレコード渋谷店 

内  容：期間中、TOWER RECORDS CAFE 渋谷店（タワーレコード渋谷店 2F）にてお食事いただいた際のレシー

トを、タワーレコード渋谷店 5F インフォメーションカウンターにお持ちいただき 2 つの＜キーワード＞をお伝

えいただくと、ここでしか手に入れることのできない“承太郎 VS DIO オラオラ無駄無駄ラッシュうちわ”をプ

レゼントします。 

なお、うちわには「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ」内で使用する事の出来るコードが掲載

されていますので、ぜひ、この機会に「SR DIO(アニメビジュアル ver.)」を手に入れて下さい！ 
 

＜キーワード入手方法＞ 

キャンペーン期間中に「ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン」公式サイトと「ジョジョの奇妙な冒険 スタ

ーダストシューターズ」アプリ内お知らせ、または HP にて掲載されます。 

・「ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン」公式サイト ⇒http://jojogame.bngames.net/ 

・「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ」 ⇒http://jojoss.bngames.net/ 
 

※「承太郎 VS DIO オラオラ無駄無駄ラッシュうちわ」は数に限りがございます。無くなり次第終了となります。 

※キャンペーンは予告なく変更、終了する場合がございます。 

え(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会 

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険 SC 製作委員会 

(C) LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社 

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 
 

(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会 

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険 SC 製作委員会 

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 
 

○『TOWER RECORDS SHIBUYA meets ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース展 

開催期間：6月 3日（水）～30 日（火） 

開催場所：タワーレコード渋谷店 8F「SpaceHACHIKAI」 

営業時間：10 時～23 時（最終入場：22 時 30 分） 

入 場 料：入場無料 

内  容： 

・パネル展示 

・「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」プレミア上映会より、第 6～9回のトークパート配信

映像の特別上映 

・コラボグッズの発売（詳細は次ページ） 

・承太郎や花京院、ジョースターご一行と写真が撮れる！？写真プリントサービス 
 

※特別上映の映像は配信用の映像となりますので、解像度がかなり低いものとなります。予めご了承ください。 

※上映映像の撮影、録音は固くお断りいたします。 
 

★TV アニメ「ジョジョ」の食玩ミニフィギュアの第 2 弾発売に先駆けて、6/17（水）よりタワーレコード渋谷

店で先行販売決定ッ！ 
 

第 1 弾でご好評いただいたこだわりの造形・彩色、各キャラの雰囲気やポーズの再現等のクオリティはそのまま

に、主人公組や人気の敵キャラ＆サブキャラ等、多様なラインナップをずらりと並べました。 

豊富なキャラクター種類数と集めやすい価格で集めれば集めるほど、ますますジョジョの世界が広がります。 
 

商品詳細は、バンダイキャンディトイ公式サイトにて、http://www.bandai.co.jp/candy/ 

※タワーレコード渋谷店先行発売は、6月 17 日（水）店着後よりスタートとなります。 
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○「ジョジョの奇妙な冒険 The anthology songs」発売記念イベント 

   ゲスト：冨永 TOMMY 弘明、Coda、橋本仁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

開催日時：6月 17 日（水）20 時～ 

開催場所：タワーレコード渋谷 B1F「CUTUP STUDIO」 

内  容：ライブ 

【参加方法】 

5 月 26 日（火）開店（10時）より、タワーレコード渋谷店にて、下記対象商品をお買い上げの方に先着で、「整

理番号付入場券」を配布いたします。 

【対象商品】 

4 月 22 日（水）発売「ジョジョの奇妙な冒険 The anthology songs1」 

5 月 13 日（水）発売「ジョジョの奇妙な冒険 The anthology songs2」 

5 月 27 日（水）発売[5月 26 日（火）入荷]「ジョジョの奇妙な冒険 The anthology songs3」 
 

※整理番号付入場券は 1 枚につき 1 名様がご参加いただけます。 

※対象商品 1点につき 1 枚の整理番号付入場券、2 点以上ご予約(ご購入)の場合もご予約(ご購入)点数に関らず、お 1 人様 2枚までとさせて

いただきます。 

※整理番号付入場券の配布は定員に達し次第終了いたします。終了後にご購入いただいてもお付けできません。 

※整理番号はランダムで発行いたします。先着順ではございません。 

※イベント開始 30 分前より整列を開始いたします。1F 階段前にお集まりください。整理番号順にお並びいただき、会場内にご案内いたしま

す。 

※4 月 22 日（水）発売「ジョジョの奇妙な冒険 The anthology songs1」、5 月 13 日（水）発売「ジョジョの奇妙な冒険 The anthology songs2」

に関しては、5月 26 日（火）前にご購入されても整理番号付入場券はおつけいたしません。 

※整理番号付入場券はいかなる場合も再発行はいたしません。 

※小学生以上のお客様から整理番号付入場券が必要でございます。また小学生未満のお客様がイベントにご参加をご希望の場合、付添いの

方も整理番号付入場券が必要でございます。 

※整理番号付入場券の譲渡・転売は禁止させていただきます。 

※お買い上げいただいた対象商品の返品は一切行いません。不良品は良品交換とさせていただきます。予めご了承ください。 

※イベント対象商品のご予約は受け付けておりません。5 月 26 日（火）「ジョジョの奇妙な冒険 The anthology songs3」の入荷日開店（10

時）よりタワーレコード渋谷店にてお買い求めください。 

※手荷物や貴重品はお客様ご自身で管理してください。ベビーカー・キャリーケースなどの大きいお荷物もお預かりいたしかねます。 

※会場内のコインロッカー(1 回 300 円)の数には限りがございます。 

※会場内への飲食物の持ち込みはご遠慮ください。 

※イベント中はいかなる機材においても撮影・録音は禁止させていただきます。 

※会場周辺での徹夜などの近隣住民・店舗のご迷惑となる行為は禁止させていただきます。 

※他のお客様のご迷惑となる行為、また他のお客様に怪我をさせてしまう可能性のある危険な行為は禁止させていただきます。 

※イベント当日は係員の指示に必ず従ってください。係員の指示に従っていただけない場合、イベントへのご参加をお断りすることがござ

います。また係員の指示に従わずに生じた事故に関しましては、弊店・主催者は一切責任を負いかねます。 

※諸事情によりイベントの内容に変更が出る場合や、イベント自体が中止になる場合がございます。 
 

【お問い合わせ】タワーレコード渋谷店 TEL：03-3496-3661(受付時間：11 時～23 時) 

 

○「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編」タワーレコード・オリジナル特典 
 

「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編」の Blu-ray Vol.1

～6 全巻をタワーレコードでお買い上げいただくと、限定オリジナル T シャツを差し

上げます。 

 

詳細はタワーレコード渋谷店サイト（http://towershibuya.jp/）をご確認ください。 

 

 
 ※画像はイメージです。 


