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     2020 年 2 月 7 日 

タワーレコード株式会社 

PRESS RELEASE 

<本件に関する報道関係各位からのお問合せ先> 
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（平日 9:30-18:30）Email：press@tower.co.jp 
 

 タワレコのアパレルブランド「WEARTHEMUSIC」と 

SNS で注目を集める 5ブランドがコラボ！ 

2/14から 2/16の 3日間限定で、タワーレコード渋谷店で POP UP SHOPをオープン！ 

 

 

タワーレコードでは、自社が展開するアパレルブランド「WEARTHEMUSIC」と、インスタグラムをは

じめ SNS で注目を集めているアパレルブランド「over」「The Back Of Boys」「scene」「flash and back」

「CHEEEKY」の 5 ブランドとコラボレーションした新商品を発売。2 月 14（金）から 2 月 16 日（日）

の 3 日間限定で、タワーレコード渋谷店でポップアップショップを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

販売スケジュール  

■ 期間限定 POP UP SHOP 

日程：2 月 14 日（金）～2 月 16 日（日） 

時間：各日 10：00～23：00 

場所：タワーレコード渋谷店 http://towershibuya.jp/ 

※販売方法などについては、特設ページにて後日解禁。 

■ タワーレコード オンライン 

販売開始：2 月 21 日（金）12：00 より 

■「WEARTHEMUSIC × over × The Back Of Boys × scene × flash and back × CHEEEKY」 

コラボ特設ページ https://tower.jp/wtm_cn 

※2 月 7 日（金）12:00 公開予定 

 

※取扱商品ラインアップは次項。 

※商品の予約は不可です。※お一人様あたりの購入数に上限を設ける場合がございます。 

※販売されるアイテムには数に限りがあります。先着で完売次第、終了となります。 

※アイテムによってはオンラインでの販売がなくなる場合がございます。 

mailto:press@tower.co.jp
http://towershibuya.jp/
https://tower.jp/wtm_cn
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◇コラボ商品ラインアップ 

※写真左から右へ。 

※各商品のラインナップ・詳細については WEARTHEMUSIC コラボ特設ページをご参照ください

https://tower.jp/wtm_cn 

 

■ over 

・WEARTHEMUSIC×over  acojyo L/S Tee（WHITE） M～XL   5,500 円（税込） 

・WEARTHEMUSIC×over  Cassette L/S Tee（WHITE）M～XL  5,500 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

＜その他のラインナップ＞ 

 WEARTHEMUSIC×over  acojyo Hoodie（BROWN） M～XL         11,000 円（税込） 

 WEARTHEMUSIC×over  acojyo Crewneck Pullover（CREAM）M～XL      8,800 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×over×久保詩音 acojyo L/S Tee 

（+sampler CD）（GRAY）M～XL 5,500 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×over  Cassette Crewneck Pullover（WHITE）M～XL   7,700 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×over  Cassette 2USB Adapter 2,000 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×over  Cassette iPhone case 

（7/8）（X）（XS Max）（XR）（11）各 3,300 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×over  Cassette Air Pods case  

(第１・２世代対応) (Air pods Pro）各 3,300 円（税込） 

over sox（BLACK）（BROWN）                                         各 1,650 円（税込） 

 

＜ over / プロフィール ＞ 

50％retro：50％street を掲げ、Instagram 中心に活動。 

カッコかわいいユニセックスなデザインに定評がありポップアップストアや

オンラインストア、セレクトショップ展開など活躍の幅を広めている。 

◆Instagram: https://www.instagram.com/over__official/ 

 

 

https://tower.jp/wtm_cn
https://www.instagram.com/over__official/
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■ The Back Of Boys 

・WEARTHEMUSIC×TBOB Cute Girls Crewneck Pullover（WHITE）L～2XL 7,000 円（税込） 

・WEARTHEMUSIC×TBOB×kojikoji SUKUSUKU GIRL Hoodie 

（ORANGE）（BLACK）（TURQUOISE BLUE）M～2XL 8,500 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

＜その他のラインナップ＞ 

WEARTHEMUSIC×TBOB Cute Girls Tote Bag               3,000 円（税込） 

＜ The Back Of Boys / プロフィール ＞ 

Instagram 発インディーズブランド。 

デザイナーのファッションルーツやカルチャーからインスパイア。 

東京池ノ上に実店舗：SENDER TOKYO を構え、生地/縫製から作り込んだ 

オリジナルアイテムへ取組むなど、こだわりあるブランド表現が人気を呼んで

いる。 

◆Instagram: https://www.instagram.com/thebackofboys_official/ 

■ scene                                                                 ※写真左から右へ 

・WEARTHEMUSIC×scene Scratch Monster  Hoodie 

（BLACK）L, XL （YELLOW）M, XL （KHAKI）L 各 11,000 円（税込） 

 ・WEARTHEMUSIC×scene Scratch Monster L/S Tee 

（WHITE）（BLACK）M～XL  5,500 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

＜ scene / プロフィール ＞ 

ストリートやストリートカルチャー、音楽のワンシーンやそこから連想され

るイメージや、いまっぽさをデザインに落とし込んだアイテムを制作。 

◆Instagram: https://www.instagram.com/scene_tokyo2020/ 

https://www.instagram.com/thebackofboys_official/
https://www.instagram.com/scene_tokyo2020/
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■ flash and backコラボ 

・WEARTHEMUSIC×flash and back music city L/S Tee（WHITE）L, XL   6,600 円（税込） 

・WEARTHEMUSIC×flash and back listen over L/S Tee（WHITE）L, XL   6,600 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

＜ flash and back / プロフィール ＞ 

新進気鋭のイラストレーター、シゲマツの手掛けるブランド。 

自身の内面を反映した女の子をデザインとしたアパレルを発信。 

◆Instagram：https://www.instagram.com/flashandbackonline/ 

https://www.instagram.com/nan_toka15/  

※写真左から右へ 

■CHEEEKYコラボ 

・WEARTHEMUSIC×CHEEEKY 水彩スティックトロピカル ピアス/イヤリング  3,850 円（税込） 

・WEARTHEMUSIC×CHEEEKY CHEEEKY にこちゃんスター ピアス/イヤリング  3,850 円（税込） 

・WEARTHEMUSIC×CHEEEKY モノトーン猫ちゃん ピアス/イヤリング         3,850 円（税込） 

・WEARTHEMUSIC×CHEEEKY カラフル糸ピック ピアス/イヤリング           4,400 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

＜その他のラインナップ＞ 

WEARTHEMUSIC×CHEEEKY もくもく水彩ピック ピアス/イヤリング        3,850 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×CHEEEKY 大きな宝石ピック ピアス/イヤリング          3,850 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×CHEEEKY グリーン宝石カラフル ピアス/イヤリング       3,850 円（税込） 

https://www.instagram.com/flashandbackonline/
https://www.instagram.com/nan_toka15/
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WEARTHEMUSIC×CHEEEKY カラフル流星群 ピアス/イヤリング          3,850 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×CHEEEKY ドイツヴィンテージ ピアス/イヤリング        3,850 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×CHEEEKY シマシマラタン ピアス/イヤリング          3,850 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×CHEEEKY U 字大振りピック ピアス/イヤリング        3,850 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×CHEEEKY レトロロマンティックな２人 ピアス/イヤリング 4,400 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×CHEEEKY 三角ラタン ピアス/イヤリング                3,850 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×CHEEEKY ヘキサゴン ピアス/イヤリング                3,850 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×CHEEEKY カラフル宝石三角 ピアス/イヤリング          3,850 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×CHEEEKY 幸せを呼ぶハチピック ピアス/イヤリング      3,850 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×CHEEEKY とにかくベージュ一筋猫 ピアス/イヤリング    3,850 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×CHEEEKY 赤いもくもくしずくピック ピアス/イヤリング   4,400 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×CHEEEKY カラフルチップ星三角ピック ピアス/イヤリング 3,850 円（税込） 

WEARTHEMUSIC×CHEEEKY カラフルスティック白ピック ピアス/イヤリング 3,850 円（税込） 

 

＜ CHEEEKY / プロフィール ＞ 

全国 25 店舗のセレクトショップからの発信や、雑誌 FUDGE とのコラボレーションなど話題に事欠か

ない人気ピアス・イアリングブランド。 

◆Instagram: https://www.instagram.com/cheeeky_cheeeky/ 

◆Brand Site: https://cheeeky.jimdofree.com/ 

 

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

※各ブランド共に、他にも多数商品をご用意しておいります。 

 

 

https://www.instagram.com/cheeeky_cheeeky/
https://cheeeky.jimdofree.com/

