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     2020 年 12 月 16 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 

「D4DJ POP UP SHOP in TOWER RECORDS」開催決定！ 

来年 1 月 5 日より、タワーレコードにて描き下ろしイラストグッズを先行販売！ 

 
 

 

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 2021 年 1 月 5 日（火）から 1 月 24 日（日）の期間、

タワーレコード札幌ピヴォ店、渋谷店、池袋店、新宿店、川崎店、浦和店、名古屋近鉄パッセ店、梅田 NU 茶

屋町店、京都店の計 9 店舗とタワーレコード オンラインにて「D4DJ POP UP SHOP in TOWER 

RECORDS」を開催、グッズの先行販売や特典プレゼントが決定しました。 

 D4DJ（よみ：でぃーふぉーでぃーじぇー）は、「BanG Dream!」、「少

女☆歌劇 レヴュースタァライト」に続き、ブシロードが新たにスタート

させた音楽メディアミックスコンテンツ。今回の POP UP SHOP では、

D4DJ のユニット Peaky P-key の 1st シングル『頂点 Peaky&Peaky!!』

と『D4DJ Groovy Mix カバートラックス vol.1』の発売を記念して、登

場キャラクター「愛本りんく」「山手響子」「出雲咲姫」によるプレゼン

トお渡し会風の描き下ろしイラストを使用したグッズを多数先行販売し

ます。また店舗でグッズをご購入の方には、限定の購入特典として「ブ

ロマイド（全 4 種）」を配布し、さらにタワーレコード渋谷店では、今回

の描き下ろしイラストを使用した「愛本りんく」「山手響子」「出雲咲姫」

の等身大パネルを展示する予定です。 

「D4DJ POP UP SHOP in TOWER RECORDS」開催概要 

【開催期間】   2021 年 1 月 5 日（火）～1 月 24 日（日） 

【グッズ販売開始日】2021 年 1 月 5 日（火）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 24 日（木）正午より先行予約受付開始。 

【開催店舗】   札幌ピヴォ店/渋谷店/池袋店/新宿店/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 オンライン特設ページ：https://tower.jp/article/feature_item/2020/12/16/4001 

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 ※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。 

※各商品の購入上限は、タワーレコード オンライン特設ページにてご確認ください。 

▼描き下ろしイラスト プレゼント ver. トレーディング缶バッジ（全 9 種） 

単品：400 円（税別）/BOX：3,600 円（税別）※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。 

 

▼描き下ろしイラスト プレゼント ver. トレーディングアクリルキーホルダー（全 9 種） 

単品：650 円（税別）/BOX：5,850 円（税別）※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。 

 

▼描き下ろしイラスト プレゼント ver. トレーディングアクリルスタンド（全 9 種） 

単品：800 円（税別）/BOX：7,200 円（税別）※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。 

 

▼描き下ろしイラスト プレゼント ver. BIG アクリルスタンド（全 3 種） 価格：各 1,800 円（税別） 
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▼描き下ろしイラスト 集合 プレゼント ver. BIG アクリルスタンド（全 1 種） 価格：3,000 円（税別） 

 

▼描き下ろしイラスト プレゼント ver. BIG アクリルキーホルダー（全 3 種） 価格：各 1,000 円（税別） 

 

▼描き下ろしイラスト プレゼント ver. BIG 缶バッジ（全 3 種） 価格：各 1,000 円（税別） 

 

▼描き下ろしイラスト プレゼント ver. フルグラフィック T シャツ（全 3 種）※1 月 10 日（日）発売。 

 価格：各 6,480 円（税別） 
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▼描き下ろしイラスト プレゼント ver. 1 ポケットパスケース（全 3 種） 価格：各 1,800 円（税別） 

 

▼描き下ろしイラスト プレゼント ver. マグカップ（全 3 種） 価格：各 1,500 円（税別） 

 

▼描き下ろしイラスト プレゼント ver. クリアファイル（全 4 種） 価格：各 400 円（税別） 

 

▼描き下ろしイラスト プレゼント ver. B2 タペストリー（全 3 種） 価格：各 3,000 円（税別） 

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。後日、 EC サイト「AMNIBUS」にて取

り扱い予定となっています。※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もあります。 
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特典情報 

■POP UP SHOP 限定「ブロマイド（全 4 種）」をプレゼント 

2021 年 1 月 5 日（火）～1 月 24 日（日）の期間中、POP UP SHOP 会場で対象商品を 2,000 円（税込）

お買い上げごとに POP UP SHOP 限定「ブロマイド（全 4 種）」をランダムで 1 枚差し上げます。 

※タワーレコード オンラインでの購入は対象外となります。※配布条件は 1 会計の合計金額となります。複

数回のお会計の合算はいたしかねます。※景品は先着でなくなり次第終了です。※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。※景品の転売行為は固く禁止します。※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。 

 

■Twitter キャンペーン 

「D4DJ POP UP SHOP in TOWER RECORDS」の開催を記念して、フォロー＆RT キャンペーンを開催

中です。該当ツイートを RT＆AMNIBUS ツイッターとタワーレコード アニメ の公式ツイッターの両ア

カウントをフォローすることで、抽選で 1 名様に「イベント限定ブロマイド（全 4 種）コンプリートセッ

ト」を差し上げします。 

・AMNIBUS Twitter：https://twitter.com/AMNIBUS 

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

詳細は特設サイトをご確認ください。https://tower.jp/article/feature_item/2020/12/16/4001 

 

「D4DJ」とは 

ブシロードがおくる DJ ライブ×アニメ×ゲームのメディアミッ クスプロジェクト。現在スマートフォ

ン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix(グルミク)」が好評配信中。また、 毎週金曜日 23 時からは 

TV アニメ「D4DJ First Mix」が、TOKYO MX・BS 日テレほか全 30 局以上で放送中。 

公式サイト：https://d4dj-pj.com/ 

公式 Twitter：https://twitter.com/D4DJ_pj 

公式 Instagram：https://www.instagram.com/d4dj_official/ 

YouTube「D4DJ チャンネル」：https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw 

https://twitter.com/AMNIBUS
https://twitter.com/tower_anime
https://tower.jp/article/feature_item/2020/12/16/4001
https://d4dj-pj.com/
https://twitter.com/D4DJ_pj
https://www.instagram.com/d4dj_official/
https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw
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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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