
 
 
 

＜タワーレコード渋谷店 SpaceHACHIKAI ニュース＞ 

 2019 年 7 月 10 日（19091） 

 

◆ ご取材ならびに本プレスリリース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）、寺浦 

TEL：03-4332-0705  Email：press@tower.co.jp 

「無駄無駄ラッシュ」の原画、「カウントダウンイラスト」など貴重な展示からグッズ、ゲームなど 

『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 meets TOWER RECORDS』  

タワレコ渋谷店 SpaceHACHIKAIにて 7/19～開催決定ィィィイイッ！ 

 

 タワーレコード渋谷店では、ついにクライマックスが近づいてきた TV アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 黄

金の風」とのコラボが決定、貴重な展示やゲームの体験、コラボグッズの販売など、ここでしかできない‟黄

金体験”やアミューズメントが詰まった展示会『ジョジョの奇妙な冒険  黄金の風  meets TOWER 

RECORDS』を渋谷店のイベント＆催事スペース “SpaceHACHIKAI”にて 7 月 19 日（金）～8 月 18 日（日）

の間、期間限定で開催します。 

 

展示スペースでは貴重なアニメの原画（複製）やアフレコ台本の自由閲覧コーナーをはじめ、ここでし

か見られない設定画などの貴重な展示物を用意。中でも目玉として、放送直後から話題となった、ジョル

ノによるチョコラータへの「無駄無駄ラッシュ」の原画（実物）展示や、最終回に向けアニメ公式 Twitter

アカウント（@anime_jojo）にて投稿された「カウントダウンイラスト」の展示はまさに今回のコラボ

でしか見ることができない貴重なアイテムです。（カウントダウンイラスト展示は会期中不定期で追加さ

れます。） 

さらに 8/2(金)にはバンダイナムコアミューズメントのア

ーケードゲーム「ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー」

のステージイベントを同店 5 階イベントスペースにて実施し

8/3（土）～8/4（日）の期間限定で「ジョジョの奇妙な冒険 ラ

ストサバイバー」無料体験会を実施いたします。また、バンダ

イナムコエンターテインメントのスマートフォンゲーム「ジョ

ジョのピタパタポップ 」の試遊端末も登場します。 

グッズ販売ではタワーレコードオリジナル商品としてジョ

ジョのピタパタポップの素材を使った「マスキングテープ」「オ

リジナルスタンプ」の販売、並びに本会場限定、先行販売商品

や再販商品を多数販売します。 

そのほか、抽選でキャストサイン入りアフレコ台本がもらえ

るｄアニメストアとの連動プレゼント企画や、2018 年に開催

した「岸辺露伴は動かない meets TOWER RECORDS」の際

に大好評だった、「ジョジョクイズ」も行います。 
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■『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 meets TOWER RECORDS』概要 

開催場所：タワーレコード渋谷店 8F SpaceHACHIKAI 

東京都渋谷区神南 1－22－14  ℡03－3496－3661 

開催期間：2019 年 7 月 19 日（金）～8 月 18 日（日）※8/5（月）は休館のためご入場できません。 

営業時間：平日 11:00～21:00 ※最終入場 20:30 

入場料 ：無料 

※混雑状況により、安全確保のため事前のお知らせなく「入場制限」や「整理券配布」を行う場合がござ

います。 

予めご了承ください。 

 

来場特典：ジョジョクイズ問題用紙  

SpaceHACHIKAI 展示会場にお越しのお客様全員に配布。全問正解しタワーレコード渋谷店の 

ツイッター@TOWER_Shibuya をフォローしたお客様に、特製ポストカード（全４種）をプレゼ

ントします。 

※クイズの問題及び、特製ポストカードは日替わりです。 

「第１キービジュアル」「第 2 キービジュアル」「タワレココラボキービジュアル」 

「ディアボロ」の絵柄を使った 4 種になります！（画像は後日発表します。） 

 

グッズ購入特典：ジョジョのピタパタポップ素材を使った名刺サイズカード 14 種 

会場にてグッズお買上税込 3,000 円ごとに 1 枚差し上げます。 

※曜日によってお渡し絵柄が変わります。 

 

 

 

 

 

 

 

月曜日：ブチャラティ or プロシュート 火曜日：ナランチャ or ホルマジオ 水曜日：ミスタ or ギアッチョ  

木曜日：アバッキオ or リゾット 金曜日：ジョルノ or メローネ 土曜日：トリッシュ or ペッシ 

日曜日：フーゴ or イルーゾォ のいずれかをお選びいただけます。 

 

渋谷店 Twitter  ： https://twitter.com/TOWER_Shibuya  

渋谷店ホームページ ： http://towershibuya.jp/ 

 

 

https://twitter.com/TOWER_Shibuya
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■展示内容、グッズ概要  

 内容① アニメ複製原画展示、無駄無駄原画展示、設定画、台本自由閲覧展示 

展示台本は会期中週替わりで内容が変更されます。 

19 日～25 日：1 話・2 話・5 話 

26 日～1 日：19 話・20 話・21 話 

2 日～8 日：26 話・27 話・28 話 

9 日～18 日：35 話・36 話・37 話 

※スケジュールは予定で、予告なく変更になる場合がございます。 

※台本自由閲覧展示は非常に混雑が予想されるため、混雑時はお一人の閲覧時間に制限をかけさせていただく場

合がございます。予めご了承ください。なるべくたくさんのお客様に閲覧頂けるよう、皆様のご協力をお願いい

たします。 

※場内混雑状況によっては、安全確保のため、事前のお知らせなく「入場制限」や「整理券配布」を行う場合が

ございます。予めご了承ください。 

  

入場特典で「ジョジョクイズ」配布＆全問正解特典あり！ 

  詳細 URL：http://towershibuya.jp/news/2019/07/10/135612 

 

内容② アプリ・アーケードゲームコーナー 

 

・ジョジョのピタパタポップ試遊端末設置（会期中通期）  

Twitter 連動ステッカープレゼント 

「ジョジョのピタパタポップ」の公式ツイッターアカウント（@jojopp_official） 

をフォローしていただき、対象のツイートをリツイート頂くと、先着でオリジナルステッカー 

を差し上げます。 

※特典は無くなり次第終了となります。 

詳細 URL：http://towershibuya.jp/news/2019/07/10/135614  
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・ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー 

8 月 2 日(金)タワレコ渋谷スペシャルステージ  

8 月 3 日(土)、8 月 4 日(日)無料体験会（期間限定） 

Twitter 連動クリアファイルプレゼント 

｢ジョジョの奇妙な冒険ラストサバイバー」のツイッター（@jojols_official）をフォローして

いただき、対象のツイートをリツイート頂くと、先着でクリアファイルを差し上げます。 

※特典は無くなり次第終了となります。 

詳細 URL：http://towershibuya.jp/news/2019/07/10/135616 

  

 

 

 

 

 

内容③ d アニメストア連動プレゼント企画 抽選でサイン入りアフレコ台本プレゼント 

 

 

 

詳細 URL：http://towershibuya.jp/news/2019/07/10/135618 

 

内容④ コラボグッズ、限定グッズ、他ジョジョ関連グッズ、CD/Blu-rayDVD/コミックス/の販売 

物販購入特典として税込 3,000 円購入ごとに名刺サイズのカードをプレゼント 

（全 14 種、曜日ごとに絵柄変更）。  

    詳細 URL：http://towershibuya.jp/news/2019/07/10/135620 

 

ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 meets TOWER RECORDS オリジナル マスキングテープ 

14 種類ブラインド販売 400 円（税抜） 

 

 

 

 

 

 

http://towershibuya.jp/news/2019/07/10/135616
http://towershibuya.jp/news/2019/07/10/135618
http://towershibuya.jp/news/2019/07/10/135620
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ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 meets TOWER RECORDS  OSMO スタンプ  

２８種類 各 926 円（税抜） 

※OSMO スタンプはお客様自身が簡単な操作でスタンプを作成するサービスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にも、ジョジョグッズを多数取り揃えて、お待ちしております。 

グッズの詳細はコチラ⇒ http://towershibuya.jp/news/2019/07/10/135620 

 

©荒木飛呂彦/集英社･ジョジョの奇妙な冒険製作委員会 

©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 

©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社･ジョジョの奇妙な冒険 DU 製作委員会 

©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社･ジョジョの奇妙な冒険 GW 製作委員会 

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

©BANDAI NAMCO Amusement Inc. 

 
【展示注意事項】 

※混雑状況によっては、安全確保のため、事前のお知らせなく「入場制限」や「整理券配布」を行う場合がござい

ます。予めご了承ください。 

※混雑時は、安全のため展示順路などの逆走を禁止させていただくことがあります。 

※展示品へは触れることができません。 

※一部エリアを除き、撮影禁止（動画・写真）です。 

※本イベントのための徹夜行為、指定の時間以前の集合は、近隣施設への迷惑となりますので、おやめください。 

迷惑行為を見つけた場合は、本イベントへの参加をお断りいたします。 

※場所取りなどで物を置く等の行為は発見次第、即時撤去いたします。 

また、撤去した物、及び放置されている物に関して主催者および会場は一切の責任を負いません。 

※客列でのお待ち合わせや割り込みは禁止させて頂きます。 

※入場はグッズの購入を保証するものではございません。 

※場内飲食禁止です。 

※贈り物や、祝い花などは会場のスペースの関係上お断りしております。 

 

【物販注意事項】 

※物販の事前予約・お取り置きはできません。 

※販売状況により、各グッズの購入数に制限を設ける場合がございます。 

※会場でのお支払いは現金、クレジットカードがご利用可能です。 

※商品ラインナップは予告なく変更・販売中止となる場合がございます、予めご了承ください。 

※品切れに関しては、タイムラグにより事前告知ができない場合もございますので予めご了承ください。 

※会場が混雑する事が予想されます。スタッフの案内に沿って整列・移動のご協力をお願いいたします。 

※物販エリアの状況により、長時間お並びいただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

http://towershibuya.jp/news/2019/07/10/135620

