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     2019 年 12 月 4 日 

タワーレコード株式会社 

タワーレコードとアニメ『僕のヒーローアカデミア』がコラボ 

渋谷店で展示イベント「ヒーローズ：ライジング・スペース」を開催  

 

  

タワーレコードでは、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』とのコラボ企画として 2019年 12月 20

日（金）から店頭でのポスター掲出と、グッズ販売が決定。またタワーレコード渋谷店では 2019年 12

月 20日（金）～2020年 1月 19日（日）の期間『ヒーローズ：ライジング・スペース』を開催します。 

 

現在、読売テレビ・日本テレビ系にて毎週土曜夕方 5:30 に放

送中の TV アニメ『僕のヒーローアカデミア』（以下、ヒロアカ）

が 12 月 20 日（金）に劇場版『僕のヒーローアカデミア THE 

MOVIE ヒーローズ:ライジング』を全国公開することを記念して、

タワーレコードはヒロアカとの大規模なコラボレーションを展開

します。 

この公開日よりタワーレコード主要店舗で、今回のために制作

した「ヒロアカ×タワーレコード」コラボヴィジュアルのポスタ

ーを掲出し、そのうち 10 店舗とオンラインでコラボグッズを販

売します。 

さらに 2019 年 12 月 20 日（金）～2020 年 1 月 19 日（日）

の期間、タワーレコード渋谷店 8 階のイベント＆催事スペース

"SpaceHACHIKAI"で開催する展示イベント『ヒーローズ：ライ

ジング・スペース』では、TV アニメ 1 期～3 期の貴重な複製原画

をはじめ、アニメシリーズ歴代のキービジュアルや場面写パネル、スタンディパネルなどを展示し、さら

に 12 月 25 日（水）からは「緑谷出久」の等身大フィギュアの展示も実現します。ご入場の方にはもれ

なく特典をお渡しし、ここでしか参加できない検定試験も実施。また会場内の物販購入者への特典プレゼ

ントも決定しています。 

■タワーレコード オンライン コラボグッズページ https://tower.jp/heroaca19 

■タワーレコード渋谷店 HP http://towershibuya.jp/news/2019/12/04/140916 

 

※コラボヴィジュアルのポスター掲出の有無については、タワーレコード各店舖へお問い合わせください。 

 

 

PRESS RELEASE 

「ヒロアカ×タワーレコード」 

コラボヴィジュアル 

mailto:press@tower.co.jp
https://tower.jp/heroaca19
http://towershibuya.jp/news/2019/12/04/140916
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僕のヒーローアカデミア × TOWER RECORDS コラボグッズ 

タワーレコード オンライン コラボグッズページ：https://tower.jp/heroaca19 

【発売日】12 月 20 日（金）※予約受付なし 

     店頭は開店時より、タワーレコード オンラインは午前 10:00 より販売開始。 

【取扱い店舗】タワーレコード渋谷店（展示イベント『ヒーローズ：ライジング・スペース』会場内限定）、

新宿店、札幌ピヴォ店、池袋店、川崎店、浦和店、名古屋近鉄パッセ店、梅田 NU 茶屋町

店、アリオ八尾店、京都店、タワーレコード オンライン 

【商品ラインナップ】 

・トレーディングアクリルキーホルダー 12種 

600 円＋税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※キャラクター（それぞれの画像 左上から右下へ）緑谷出久、爆豪勝己、麗日お茶子、飯田天哉、轟焦凍、蛙

吹梅雨、切島鋭児郎、八百万百、上鳴電気、耳郎響香、相澤消太、オールマイト。※ブラインド仕様のため絵

柄はお選びいただけません。※どちらの商品もお一人様 12 点までがご購入上限となります。 

 

【渋谷店『ヒーローズ：ライジング・スペース』限定販売商品】 

・オスモスタンプ 20種 909 円＋税 

オスモスタンプは、購入される方

ご自身が簡単な操作でお好きな

キャラクター絵柄を選んでスタ

ンプを作成していただくサービ

スです。仕上がりはおよそ縦 3cm

×横 2.5cm ほどの大きさになり

ます。 

  

・トレーディング缶バッジ 12種 

400 円＋税 

  

 

https://tower.jp/heroaca19
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『ヒーローズ：ライジング・スペース』 

【開催期間】2019 年 12 月 20 日（金）～2020 年 1 月 19 日（日）※2020 年 1 月 1 日（水祝）は休館。 

【開催場所】タワーレコード渋谷店 8 階 SpaceHACHIKAI 

【営業時間】11：00-21：00 最終入場 20：30 ※2019 年 12 月 31 日（火）は 20:00 までの営業。 

【入場料金】500 円（税込）特典：名刺サイズカード＆ヒロアカ検定試験 

【前売券】 チケットぴあ URL：https://w.pia.jp/t/heros-risingspace/ 

 ※12 月 10 日（火）10：00 販売開始。 

日時間指定チケットのため、入場日時をあらかじめお選びいただきます。各日、選択できる

入場時刻は以下のうちのいずれかとなります。 

▶11：00～/12：00～/13：00～/14：00～/15：00～ 

/16：00～/17：00～/18：00～/19：00～/20：00～ 

【当日券】 会場レジにて入場料をお支払いください。 

※前売券でチケットが上限に達している入場時刻には、入場規制となります。混雑時は前売券をお持ちの

方が優先的に入場、当日券の方は入場規制等でお待たせする場合があります。※当日の混雑状況は渋谷店

ツイッター（@TOWER_Shibuya）がハッシュタグ「#ヒロアカタワレコ渋谷」でつぶやきます。 

 

【展示内容】 

■TV アニメ 1 期～3 期の貴重な複製原画 

■アニメシリーズ歴代のキービジュアル、場面写パネル、スタンディパネル その他 

 

【商品販売】 

僕のヒーローアカデミア × TOWER RECORDS コラボグッズに加え、オフィシャルグッズなどを多数販

売します。グッズ在庫は十分にご用意しておりますが、万が一品切れした場合は、商品の追加生産などの

情報を渋谷店ツイッター（@TOWER_Shibuya）がハッシュタグ「#ヒロアカタワレコ渋谷」でつぶやき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://w.pia.jp/t/heros-risingspace/
https://twitter.com/TOWER_Shibuya
https://twitter.com/TOWER_Shibuya
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【入場特典①】 

ご入場 1 回ごとに下記キャラクターの名刺サイズカードを 1 枚お渡しします。絵柄は週替わりで、ご来場

の方に 5 種の絵柄のうちからお好みの 1 種をお選びいただきます。 

12 月 20 日（金）～12 月 26 日（木） 

 

 

 

 

1 月４日（土）～1 月 10 日（金） 

 

 

 

 

1 月 18 日（土）、1 月 19 日（日）は全種対象となります。 

 

【入場特典②】検定試験 

ご入場 1 回ごとに 1 枚、タワーレコードのスタッフが厳選した難問の書かれた問題用紙をお渡しします。 

 

【購入特典】 

会場物販のお買上税込 3,000 円ごとに、下記キャラクターの名刺サイズカードを 1 枚お渡しします。絵柄

は週替わりで、物販をご購入の方に 5 種の絵柄のうちからお好みの 1 種をお選びいただきます。 

12 月 20 日（金）～12 月 26 日（木） 

 

 

 

 

1 月４日（土）～1 月 10 日（金） 

 

 

 

 

1 月 18 日（土）、1 月 19 日（日）は全種対象となります。 

 

 

12 月 27 日（金）～1 月 3 日（金） 

1 月 11 日（土）～1 月 17 日（金） 

12 月 27 日（金）～1 月 3 日（金） 

1 月 11 日（土）～1 月 17 日（金） 
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 【アプリ DL&メンバーズ登録特典】 

『ヒーローズ：ライジング・スペース』にご入場いただき、タワレコアプリ DL&

タワレコメンバーズにご登録いただいた方に、コラボヴィジュアルを使用した

ポストカードを 1 枚差上げます。 

 

 さらに、このポストカードを TOWERanime などの対象店舗で対象商品を

1,500 円以上お買上の方にもプレゼントします。 

対象期間：2019 年 12 月 20 日（金）～ 

先着でのお渡しにて、なくなり次第終了。 

対象店舗：タワーレコード札幌ピヴォ店/池袋店/新宿店/アリオ亀有店/川崎店/浦和店/セブンパークアリ

オ柏店/名古屋近鉄パッセ店/大高店/梅田 NU 茶屋町店/アリオ八尾店/京都店 

対象商品例：■僕のヒーローアカデミア×TOWER RECORDS コラボグッズ 

■sumika『願い/ハイヤーグラウンド ＜初回生産限定盤 A＞』SRCL-11390 

『ハイヤーグラウンド/願い ＜初回生産限定盤 B＞』SRCL-11392 

『願い/ハイヤーグラウンド ＜通常盤＞』SRCL-11393 

■林ゆうき『「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング」 

オリジナルサウンドトラック』THCA-60257 

※その他の対象商品や在庫状況は販売店舗へお問い合わせください。 

 

【僕のヒーローアカデミアとは？】 

「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載中、堀越耕平によるシリーズ累計発行部数 2500 万部超の人気コミッ

クを原作とする TV アニメ。世界総人口の 8 割が“個性”と呼ばれる超常能力を持つ世界を舞台に、“個性”を駆使

して人々や社会を守る職業「ヒーロー」になることを目指す主人公・緑谷出久（いずく）、通称“デク”が、ヒー

ロー輩出の名門校・雄英高校で仲間たちと共に成長し、社会を脅かす犯罪者・敵＜ヴィラン＞に立ち向かう姿

を描く。今年 10 月より TV アニメ最新シリーズ第 4 期が毎週土曜夕方 5:30 に読売テレビ・日本テレビ系で放

送中。そして 12 月 20 日（金）には劇場版最新作『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ：ライ

ジング』の全国東宝系ロードショー。 

アニメ公式 HP：http://heroaca.com 

映画公式 HP：https://heroaca-movie.com/ 

アニメ公式 Twitter：http://twitter.com/heroaca_anime/ 

映画公式 Twitter：https://twitter.com/heroaca_movie 

アニメ公式 Instagram：http://www.instagram.com/heroaca_insta/ 

（c)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会 

（c)2019「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 （c）堀越耕平／集英社 

http://heroaca.com/
https://heroaca-movie.com/
http://twitter.com/heroaca_anime/
https://twitter.com/heroaca_movie
http://www.instagram.com/heroaca_insta/

