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 2015 年 10 月 9 日 

 

 

 
 

  

 

  

 タワーレコードでは、PlayStation®4/PlayStation®3 用ゲームソフト『ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘ

ブン』が株式会社バンダイナムコエンターテインメントより発売されることを記念し、10 月 17 日（土）～11 月

1 日（日）の期間『TOWER RECORDS meets ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン』と題したコラボレーショ

ン企画を開催します。 

 期間中は、TOWER RECORDS CAFE（渋谷店、表参道店）、SKYGARDEN（タワーレコード渋谷店屋上）にて、『ジョ

ジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン』とのコラボカフェがオープン、TOWER RECORDS CAFE では、今年 6月に開

催され連日盛況となった「ジョジョと奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」とのコラボカフェメニューに

新たなメニューが追加されたお食事やドリンクが、SKYGARDEN ではオリジナルのコラボカクテルをお楽しみいた

だくことができます。さらに、コラボグッズの販売やインストアイベントなどの様々な企画を行います。 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(C)荒木飛呂彦/集英社･ジョジョの奇妙な冒険製作委員会 

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社･ジョジョの奇妙な冒険 SC 製作委員会 

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社 

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

 

 

ご取材ならびにこの件に関するお問い合わせ先 

タワーレコード株式会社 広報室 谷河（やがわ）、伊早坂、松本 

   TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp 

 

ジョジョの奇妙な冒険とタワレコのコラボカフェが復活ッ！ 

『TOWER RECORDS meets ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン』 

10/17～11/1 の期間開催決定！！！ 



2 

 

○TOWER RECORDS meets ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン 

開催期間：10 月 17 日（土）～11 月 1 日（日） 

開催場所：TOWER RECORDS CAFE 渋谷店（タワーレコード渋谷店 2F TEL：03-3496-3672） 

      TOWER RECORDS CAFE 表参道店（TEL：03-5778-9491） 

      SKYGARDEN（タワーレコード渋谷店屋上） 

営業時間：[渋谷店]10 時～23 時（ラストオーダー：22 時） 

      [表参道店]11 時～23 時（ラストオーダー：22 時） 

      [SKYGARDEN]11 時～23 時（ラストオーダー：22 時） 

※混雑時は 60 分制 

※整理券が必要な場合があります。 

※SKYGARDEN ではコラボカクテル以外のメニューの提供はございません。 
 

★特典：コラボコースター（店舗により絵柄が異なります） 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

         TOWER RECORDS CAFE 渋谷店    TOWER RECORDS CAFE 表参道店        SKYGARDEN 
 

メニュー：※すべて数量限定となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

写真上左から、オインゴボインゴボンゴレビアンコ～予言の書風パンを添えて～、DIO の血の滴るブラッディオレンジジュースと「お前は今

まで食ったパンの枚数をおぼえているのか？」英国風ローストビーフサンド、ヴァニラ・アイス クリーム～現実は非情である～ 

写真下左から、「うん すごく好きなんだココナッツ」ジュース、承太郎のオラオラチャーイ、花京院のレロレロチャーイ、無駄無駄チャ

ーイ、アイズオブヘブン（アルコール、ノンアルコール） ※写真はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。 

 

・オインゴボインゴボンゴレビアンコ～予言の書風パンを添えて～  [価格]1,500 円（税込） 

・DIO の血の滴るブラッディオレンジジュースと「お前は今まで食ったパンの枚数をおぼえているのか？」 

 英国風ローストビーフサンド  [価格]1,800 円（税込） 

・ヴァニラ・アイス クリーム～現実は非情である～  [価格]950 円（税込） 

・「うん すごく好きなんだココナッツ」ジュース（コースター付き） [価格]800 円（税込） 
 

＜TOWER RECORDS CAFE 渋谷店限定＞ 

・承太郎のオラオラチャーイ 、花京院のレロレロチャーイ [価格]各 750 円（税込） ※全てコースター付き 
 

＜TOWER RECORDS CAFE 表参道店限定＞ 

・無駄無駄チャーイ、ガオンラテ [価格]各 750 円（税込） ※全てコースター付き 
 

＜SKYGARDEN 限定＞ 

・アイズオブヘブン [価格]850 円（税込）※アルコールとノンアルコールをお選びいただけます。 

[アルコール ver.]カシスリキュールとミルクがマッチした、甘酸っぱいカクテル。 

[ノンアルコール ver.]カシスシロップにソーダを加えたさわやかな飲み口のノンアルコールカクテル。 
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○コラボグッズ  

発売日：10月 17 日（土）[10 月 9 日（金）17 時より予約受付開始] ※すべて数量限定 

取扱店舗：タワーレコード渋谷店、TOWER RECORDS CAFE 表参道店 

      タワーレコード オンライン（http://tower.jp/jojo）※オンラインでのマシュマロのお取扱いはありません。 

 

 

 

 

 

 

 
 

画像左から、コインケース、ウォーターボトルカバー、マシュマロ 
 

・ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース × TOWER RECORDS コインケース 

 [価格]864 円（税込） 

・ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース × TOWER RECORDS ウォーターボトルカバー 

 [価格]1,728 円（税込） 

・ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ × TOWER RECORDS マシュマロ イギー 

  [価格]600 円（税込） 
 

★前回のコラボレーションで好評だったグッズも一部復活！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

画像上左から、トートバッグ イギー、ハンドタオル イギー、プレート、コルクコースター3枚セット（A） 

画像下左から、ポストカード 3枚セット（C）、クリアファイル（1デザイン）、クリアファイル 2枚セット、ウォーターボトル 
 

・ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース × TOWER RECORDS トートバッグ イギー 

 [価格]1,200 円（税込） 

・ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース × TOWER RECORDS ハンドタオル イギー 

 [価格]1,000 円（税込） 

・ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース × TOWER RECORDS プレート 

 [価格]1,400 円（税込） 

・ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース × TOWER RECORDS コルクコースター3枚セット（A） 

 [価格]550 円（税込） 

・ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース × TOWER RECORDS ポストカード 3枚セット（C） 

 [価格]400 円（税込） 

・ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース × TOWER RECORDS ウォーターボトル  

  [価格]1,000 円（税込） 

・ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース × TOWER RECORDS クリアファイル 

  [価格]400 円（税込） 

・ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース × TOWER RECORDS クリアファイル 2枚セット 

 [価格]500 円（税込） 
 

 

○ジョースターご一行と一緒に写真が撮れるサービスが復活ッ！ 

 

前回のコラボでも好評だったフォトプリントサービス。 

今回は「タッグ」をイメージとしたデザインです。 

[設置場所]タワーレコード渋谷店 4F、屋上「SKYGARDEN」 

[価格]500 円（税込） 
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○PS4®体験版 2nd 試遊会＆トークショー 

10 月 18 日（日）にタワーレコード渋谷店屋上「SKYGARDEN」にて、PlayStation®Network にて配信中の PS®4 体

験版 2nd の試遊会および、本作のプロデューサーである株式会社バンダイナムコエンターテイメント 新野範聰

氏と、開発を担当する株式会社サイバーコネクトツーのディレクター 松山洋氏によるトークショーの開催も予

定しています。 
 

[試遊会] 

開催日時：10 月 18 日（日）13 時～18 時  参加費：無料 

★試遊者には先着で「パッケージビジュアルポスター」をプレゼント！（予定数に達し次第終了） 
 

※体験会は PlayStation®4 版で行う予定です。 

※混雑状況によってはご参加いただけない場合がございます。 

※定員に達した時点で受付を終了させていただく場合がございます。 

※深夜・早朝からの順番待ちは、実施店舗及び近隣のご迷惑となりますのでご遠慮ください。 

※多くのお客様にご試遊いただくため、お一人様あたりのプレイ時間を制限させていただく場合がございます。 

※本体験会は状況により予告なく中止及び、日時や内容を変更したりする場合がございます。 

※本会場内外にて発生した、事故・盗難に関しましては、主催者・会場・出演者は一切の責任を負いかねます。 

※本体験会において、許可を受けた取材スタッフ以外による動画の撮影、ゲーム画面の接写、録音は禁止とさせていただきます。 

※その他詳細につきましては、会場スタッフへお問い合わせください。 

※ノベルティには数に限りがございます。なくなり次第配布を終了させていただきます。 

 
 

[トークショー] 

開催日時：10 月 18 日（日） 14 時～（予定） 

観覧方法等詳細は、後日、タワーレコード渋谷店 WEB（http://towershibuya.jp/）にて発表となります。 
 

○ゲームソフト「ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン」タワーレコード渋谷店＆TOWER RECORDS CAFE 表

参道店で前金予約し、ここでしか手に入らない貴重な限定特典を GET せよッ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           初回封入特典                        渋谷店＆TOWER RECORDS CAFE 表参道店限定特典 
   

PlayStation®4/PlayStation®3 用ゲームソフト「ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン」をタワーレコード

渋谷店、TOWER RECORDS CAFE 表参道店にて、ご予約（全額前金制）いただくと、初回封入特典のプレイアブル

キャラクター「第 4部 空条 承太郎」プロダクトコードに加え、“第 6部 エンリコ・プッチ用の勝利セリフ ホ

ワイトスネイク（CV:増谷康紀）のカスタムボイス”がゲットできるプロダクトコードを差し上げます。 
 

・ホワイトスネイク ：「 DISC…ここなら隠し場所としてうってつけだな… 」 
; 

※PlayStation®4 版、PlayStation®3 版のどちらをご購入いただいても本特典は付属します。 

※勝利セリフのカスタマイズについて 

本作では、バトルに勝利すると「勝利セリフ」が流れます。 ゲーム中では、特定の条件をみたすことによって様々な「勝利セリフ」が獲得

でき、それらをユーザの好みに合わせ て変更することが出来ます。 本作をご購入いただきましたお客様へここでしか手に入れることがで

きない専用の「勝利セリフ」が DL できるプロダクトコードが手にはいります。 

※発送の対応も承っております。また、送料の負担はいたしませんので予めご了承くださいませ。 

※プロダクトコードをご利用いただく際には、ゲーム機本体をインターネットに接続する環境が必要になります。また、Sony Entertainment 

Network のアカウントが必要です。 

※事前の予告なく、アイテム内容の変更、配布の休止、または終了することがございます。予めご了承ください。 

※プロダクトコードには有効期限がございます。  
 

○スマートフォンアプリ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ』ともコラボ！ 

スマートフォンアプリ「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ」とのコラボ企画として、“TOWER 

RECORDS × ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン × ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ

～『最高のアプリ』によって「天国」の扉は開かれる～”を実施。期間中に、コラボクエストの総クリア回数が

一定値に達するごとに、PlayStation®4/PlayStation®3 用ゲームソフト「ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘ

ブン」に登場するサブキャラクターのキャストの情報が「ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン」公式サイ

トにて公開されるほか、公開されたキャストのサイン色紙がタワーレコード渋谷店 2F の専用スペースに展示さ

れます。 
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○6月にタワレコ渋谷店で行われた「TOWER RECORDS SHIBUYA meets ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセ

イダース」展が仙台パルコ店にやってくる！ 

開催期間：10 月 17 日（土）～11 月 3 日（火・祝） 

内 容：「TOWER RECORDS SHIBUYA meets ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース」

展で展示された美術設定、場面設定、等身大パネル、アニメ場面写、「オインゴボインゴ予言の

書」など貴重なパネル展示を行います。さらに、完売していた商品をはじめ、「ジョジョの奇妙

な冒険 スターダストクルセイダース × TOWER RECORDS」コラボグッズの販売も行います。 

仙台パルコ店限定特典：期間中、対象商品を 2,000 円以上お買い上げいただくと、限定特典とし

て、先着で“承太郎ポストカード(オインゴボインゴ予言の書 Ver.)”を差し上げます。 

 

 

 

■『ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン』とは 

 
(C)荒木飛呂彦/集英社･ジョジョの奇妙な冒険製作委員会 

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社･ジョジョの奇妙な冒険 SC 製作委員会 

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社 

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

 

『ジョジョ』ゲームでは初の最新ハードPS4®に対応。原作の魅力的な絵のタッチを3DCGで美麗に、忠実に表現さ

れた2対2のタッグバトルによる「スタイリッシュタッグジョジョアクション」ゲームです。 

自由に動き回れる立体空間で『ジョジョ』ならではのキャラクター固有のスキルや特徴的な能力を駆使した頭脳

的なバトルを楽しむことができます。 

1人で遊び込める「ストーリーモード」では、原作者荒木飛呂彦先生がストーリーを監修。本作でしか体験する

ことの出来ない、オリジナルストーリーを堪能することが可能です。 

TVアニメ・原作コミックの第1部から第8部までの主要キャラクターが登場し、自分の好きなキャラクターの組み

合わせによる夢のコンビがゲームで実現します。 

原作でおなじみの組み合わせによる連携必殺技の再現や、特定の組み合わせによる必殺技演出の変化など、ゲー

ムでしか見ることのできない夢のタッグバトルをお楽しみいただけます。また、近距離型や遠距離型、アイテム

使用型などコンビを組むキャラクターの能力の組み合わせや、バトルステージでの原作おなじみのシチュエーシ

ョンを取り入れたギミックなどの要素により、より『ジョジョ』らしい、魅力的で戦略的なバトルが可能になり

ます。 

 
 

製品名：ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン 

対応プラットフォーム：PlayStation®4/PlayStation®3 

ジャンル：スタイリッシュタッグジョジョアクション 

発売時期：2015 年 12 月 17 日 

価格：PS4:8,200 円+税(DL 版同価格) 、PS3:7,200 円+税(DL 版同価格) 

WEB サイト  http://jojogame.bngames.net/ 


