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     2021 年 4 月 23 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 

「五等分の花嫁∬ POP UP SHOP in TOWER RECORDS」を開催！ 

5 月 4 日よりタワーレコード 8 店舗＋オンライン限定でグッズ販売 

 

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、5 月 4 日（火）よりタワーレコード秋葉原店

をはじめ渋谷店、新宿店、苫小牧店、TOWERmini ダイバーシティ東京 プラザ店、名古屋近鉄パッセ

店、大高店、梅田 NU 茶屋町店、の計 8 店舗とタワーレコード オンラインにて「五等分の花嫁∬ POP 

UP SHOP in TOWER RECORDS」を開催します。 

今回のポップアップショップに向けて、中野

家五つ子姉妹「一花」、「二乃」、「三玖」、「四葉」、

「五月」がギターを持って演奏する新しい描き

下ろしイラストを用意しました。開催期間中は、

このイラストを使用したグッズを先行で多数

販売するほか、イベント限定購入特典の配布な

どを予定しています。 

また、秋葉原店では前述の描き下ろしイラス

ト 5 人の等身大パネルを設置。ファンには見逃

せない特別な期間限定ショップとなります。 

「五等分の花嫁∬ POP UP SHOP in TOWER RECORDS」開催概要 

【開催期間】    5 月 4 日（火・祝）～ 5 月 16 日（日） 

【グッズ販売開始日】 5 月 4 日（火・祝）開店時より ※店舗により開店時間は異なります。 

             オンラインでは 4 月 23 日（金）18:00 より先行予約受付開始 

【開催店舗】     渋谷店/新宿店/秋葉原店/苫小牧店/TOWERmini ダイバーシティ東京 プラザ店 

/名古屋近鉄パッセ店/大高店/梅田 NU 茶屋町店/タワーレコード オンライン 

■タワーレコード オンライン特設ページ：https://tower.jp/article/feature_item/2021/04/23/4001 

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

■AMNIBUS 公式      ：https://amnibus.com/ 

※各商品購入上限があります。 

※お客様とスタッフの安全確保、三密を避けるため、入場整理券配布等の入店制限を設ける場合があります。 

 

▲ メインヴィジュアル 

mailto:press@tower.co.jp
https://tower.jp/article/feature_item/2021/04/23/4001
https://tower.jp/toweranime/top
https://amnibus.com/
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商品ラインナップ 

 

■描き下ろしイラスト ギター演奏 ver. トレーディング缶バッジ（全 10 種） 

単品：440 円（税込）/ BOX：4,400 円（税込）※購入上限：1 会計につき 10 個まで（1BOX まで） 

※ブラインド仕様のため単品で購入の場合、絵柄はお選びいただけません。※1BOX 購入で絵柄全種

が揃います。※オンラインは BOX 販売のみとなります。 

 

 

■描き下ろしイラスト ギター演奏 ver. トレーディングアクリルスタンド（全 10 種） 

単品：880 円（税込）/ BOX：8,800 円（税込）※購入上限：1 会計につき 10 個まで（1BOX まで） 

※ブラインド仕様のため単品で購入の場合、絵柄はお選びいただけません。※1BOX 購入で絵柄全種

が揃います。※オンラインは BOX 販売のみとなります。 
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■描き下ろしイラスト ギター演奏 ver. BIG アクリルスタンド（全 5 種） 

各 1,980 円（税込）※購入上限：1 会計につき各キャラ 1 個まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

■描き下ろしイラスト ギター演奏 ver. バックステージパス風 BIG アクリルキーホルダー（全 5 種） 

各 1,100 円（税込）※購入上限：1 会計につき各キャラ 1 個まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

■描き下ろしイラスト ギター演奏 ver. BIG 缶バッジ（全 5 種） 

各 1,100 円（税込）※購入上限：1 会計につき各キャラ個まで 

 

 

 

 

 

■描き下ろしイラスト ギター演奏 ver. 1 ポケットパスケース（全 5 種） 

各 1,980 円（税込）※購入上限：1 会計につき各キャラ 1 個まで 
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■描き下ろしイラスト ギター演奏 ver. モバイルバッテリー（全 5 種） 

各 4,950 円（税込）※購入上限：1 会計につき各キャラ 1 個まで 

 

 

 

 

 

 

 

■描き下ろしイラスト ギター演奏 ver. マグカップ（全 5 種） 

各 1,650 円（税込）※購入上限：1 会計につき各キャラ 1 個まで 

■描き下ろしイラスト ギター演奏 ver. クリアファイル（全 5 種） 

各 440 円（税込）※購入上限：1 会計につき各キャラ 1 個まで 

 

 

 

 

 

■描き下ろしイラスト ギター演奏 ver. B2 タペストリー（全 5 種） 

各 3,300 円（税込）※購入上限：1 会計につき各キャラ 1 個まで 
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■描き下ろしイラスト ギター演奏 ver. キーケース（全 5 種） 

各 4,378 円（税込）※購入上限：1 会計につき各キャラ 1 個まで 

 

 

 

 

 

 

 

■描き下ろしイラスト ギター演奏 ver. T シャツ（全 5 種） 

各 4,180 円（税込）※購入上限：1 会計につき各キャラ/サイズ 1 個まで 

※メンズサイズは秋葉原店、梅田 NU 茶屋町店、オンラインのみ、レディースサイズはオンラインの

みで販売します。 

 

■描き下ろしイラスト ギター演奏 ver. パーカー（全 5 種） 

各 6,578 円（税込）※購入上限：1 会計につき各キャラ/サイズ 1 個まで 

※メンズサイズは秋葉原店、梅田 NU 茶屋町店、オンラインのみ、レディースサイズはオンラインの

みで販売します。 



 

6 

 

※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、本ポップアップショ

ップ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。※一部商品に

ついては、後日の受注が不可となる場合があります。※販売状況等によって、購入制限を設ける場合が

あります。また、制限は予告なく解除される場合があります。※販売状況等によって、ポップアップシ

ョップ開催中に追加入荷を行う場合があります。 

 

POP UP SHOP 限定特典「ブロマイド」 

ポップアップショップ開催期間中、会場で対象商品を 2,000 円（税込）お買い上げごとにポップアップ

ショップ限定「ブロマイド（全 6 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です。※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。※特典は先着でのお渡しにて、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。※特典の転売行為は禁止です。※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。 

 

 

Twitter キャンペーン 

ポップアップショップ開催を記念して、フォロー＆RT キャンペーンを開催します。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 6 種） コンプリートセット」を差し上げます。 

「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（https://tower.jp/article/feature_item/2021/04/23/4001）をご確認ください。 

 

 

 

 

©春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁∬」製作委員会 ®KODANSHA 

https://twitter.com/AMNIBUS
https://twitter.com/tower_anime
https://tower.jp/article/feature_item/2021/04/23/4001
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AMNIBUS（アムニバス） 

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）が運営する漫画・アニメのオリ

ジナルグッズの専門ショップ。通販サイト AMNIBUS のほか、MAGNET by SHIBUYA109 店、新宿

マルイ アネックス店の 2 店舗を展開。 

https://amnibus.com 

https://twitter.com/AMNIBUS 

 

株式会社アルマビアンカ 

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

