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     2019 年 12 月 5 日 

タワーレコード株式会社 

PRESS RELEASE 

＜本件に関する報道機関からのお問合せ先＞ 

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  Mobile：080-8871-6475 Email：press@tower.co.jp 

TOWERanime & AMNIBUS presents 

「キラッとプリ☆チャン」POP UP SHOP開催 

12 月 20 日より TOWERanime 8 店舗＋タワーレコード オンライン限定 

 

 
 

タワーレコード株式会社（本店：東京都渋谷区、代表取締役社長：嶺脇育夫）と株式会社アルマビアンカ

（本社：東京都中野区、代表取締役：坂井智成）は、12月 20 日（金）～翌年 1月 13日（月・祝）の期間、

アミューズメントゲーム、テレビアニメで人気を呼んでいる「キラッとプリ☆チャン」とコラボレーション

した POP UP SHOP をタワーレコード 8店舗とタワーレコード オンラインにて開催します。 

今回の POP UP SHOP は、タワーレコード札幌ピヴォ店、新宿店、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、京都店、そしてタワーレコード オンライン（https://tower.jp）で開催。こ

のたび先行販売するグッズには、レッドとイエローの“タワレコカラー”の衣装を身に纏った主人公「桃山み

らい」と、そのクラスメイト「虹ノ咲だいあ」を今回のために描き下ろしたイラストを使用しています。 

さらに店頭でグッズをご購入いただいた方には POP UP SHOP 限定のポストカードを差し上げます。タワ

ーレコードでしか手に入らないこのポストカードは全部で 3 種類、ランダムで配布となります。 
 

「キラッとプリ☆チャン」POP UP SHOP in TOWER RECORDS 開催概要 

【開催期間】 2019 年 12 月 20 日（金）～2020 年 1 月 13 日（月・祝） 

【販売開始日】 2019 年 12 月 20 日（金）開店時より ※店舗により開店時間は異なります。 

         タワーレコード オンラインでは 12 月 13 日（金）正午より先行予約受付開始。 

【開催店舗】 札幌ピヴォ店/新宿店/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/京都店 

タワーレコードコラボ特設ページ ：https://tower.jp/prichan 

TOWERanime 店舗案内  ：https://tower.jp/toweranime/top 

AMNIBUS 公式       ：https://amnibus.com/ 
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商品ラインナップ ※価格はすべて税別。 

 

■ 描き下ろしイラスト イエロードレス ver. アクリルキーホルダー（全 2種） 

価格：各\650 

サイズ：縦 65mm×横 60mm ※ナスカン付属（星型） 

仕様：アクリル 

※お一人様 1 会計につき 1 キャラクター1 個まで。 

 

 

■ 描き下ろしイラスト イエロードレス ver. アクリルスタンド（全 2 種） 

価格：各\1,200 

サイズ：本体：（約）高さ 15.0cm×幅 7.5cm 

台座：（約）縦 5.0cm×横 5.0cm 

仕様：アクリル 

※お一人様 1 会計につき 1 キャラクター１個まで。 

 

 

 

■ 描き下ろしイラスト イエロードレスver. BIGアクリルスタンド（全1種） 

価格：\2,000 

サイズ： 本体：（約）縦 20.0cm×横 17.3cm 

台座：（約）縦 4.0cm×横 12.0cm 

仕様：アクリル 

※お一人様 1 会計につき 1 個まで。 

 

■ 描き下ろしイラスト イエロードレス ver. BIG アクリルキーホルダー（全 2 種） 

価格：各\1,000 

サイズ：縦 94mm×横 99mm ※ナスカン付属 

仕様：アクリル素材：アクリル 

※お一人様 1 会計につき 1 キャラクター1 個まで。 
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■ 描き下ろしイラスト イエロードレス ver. 缶バッジ（全 2種） 

価格：各\400 

サイズ：直径 56mm 

仕様：紙、ブリキ 

※お一人様 1 会計につき 1 キャラクター1 個まで。 

 

■ 描き下ろしイラスト イエロードレス ver. クリアファイル（全 2 種） 

価格：各\400 

サイズ：A4 

仕様：PP 

※お一人様 1 会計につき 1 キャラクター1 個まで。 

 

 

 

 

■ 描き下ろしイラスト イエロードレス ver. 1ポケットパスケース（全 2種） 

価格：各\1,800 

サイズ：幅 71mm×高さ 103mm 

仕様：合成皮革 

※お一人様 1 会計につき 1 キャラクター1 個まで。 

 

 

 

■ 描き下ろしイラスト イエロードレス ver. タペストリー（全 2種） 

価格：各\3,000 

サイズ：B2 

仕様：ポリエステル 

※お一人様 1 会計につき 1 キャラクター1 個まで。 
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■ 描き下ろしイラスト イエロードレス ver. 手帳型スマホケース（全 2種/M、L） 

価格：各\3,500 

サイズ： 

「M サイズ」…本体サイズ 142mm×80mm（閉じた状態） 

iPhone6s/7/8 相当の大きさになります。 

「L サイズ」…本体サイズ 162mm×89mm（閉じた状態） 

iPhone6s Plus/7 Plus/8 Plus/X/XS/XS MaX 

/XR/11/11 Pro/11 Pro MaX 相当の大きさになります。 

仕様：合皮 

※お一人様 1 会計につき 1 キャラクター1 個まで。 

 

この他にも「キラッとプリ☆チャン」のオフィシャルグッズを販売します。 

※画像はイメージで、実際の商品とは異なる場合があります。※先行販売商品は、本 POP UP SHOP で先行

販売される商品です。後日、EC サイト『AMNIBUS』にて取り扱い予定です。 

 

キラッとプリ☆チャン POP UP SHOP in TOWER RECORDS 限定購入特典 

POP UP SHOP 開催期間中、開催店舗にて「キラッとプリ☆チャン」対象商品を 2,000 円（税込）ご購入ご

とに、POP UP SHOP 限定ポストカード（全 3 種）をランダムで 1 枚プレゼントします。 

※タワーレコード オンラインは対象外です。※ポストカードは先着でのお渡しにて、なくなり次第終了とな

ります。※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません。※ポストカードの転売は禁止です。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。 
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▼ Twitterキャンペーンも開催中！ 

『キラッとプリ☆チャン POP UP SHOP in TOWER RECORDS』の開催を記念して、Twitter でフォロー&

リツイートキャンペーンを開催中です。該当ツイートをリツイートし、AMNIBUS とタワーレコード アニメ 

の公式ツイッターをフォローしていただいた方の中から抽選で 1 名様に「POP UP SHOP 限定購入特典ポス

トカードセット」をプレゼントします。 

「AMNIBUS Twitter」 https://twitter.com/AMNIBUS 

「タワーレコード アニメ Twitter」 https://twitter.com/tower_anime 

 

 

 

会社情報：AMNIBUS（アムニバス）について 

  

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する 

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都杉並区、代表取締役:坂井智成） 

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町 2-3-13 川本ビル 

電話：03-4500-8789 

https://amnibus.com 

https://twitter.com/AMNIBUS 
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