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「NO ANiME, NO LiFE.×アイドリッシュセブン」スペシャルコラボ・ポスター 

 

  

 

 

 
 

 

タワーレコードがオススメするアニメ作品や声優、アーティストとコラボレーションして様々な企画を行う＜NO ANIME, 

NO LIFE.＞にて、アニメ『アイドリッシュセブン』とのコラボレーションが決定！タワレコと『アイドリッシュセブン』

とのコラボレーションは 3 回目。 

2018 年 2 月 13 日(火)よりタワーレコード＆TOWERmini、タワーレコード オンラインにて「TOWERanime♡アイドリ

ッシュセブン」と題した 7 つのスペシャルコラボレーション企画を展開します。 

※TOWERmini もりのみやキューズモール店は実施対象外となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『TOWERanime ♡ アイドリッシュセブン』7 大スペシャルコラボ企画 

 

その 1：「NO ANiME, NO LiFE.×アイドリッシュセブン」スペシャルコラボ・ポスター全店掲出 

その 2：開店コール(IDOLiSH7 四葉 環 & 逢坂壮五 ver.)を 2 週間限定で放送 

その 3：「NO ANiME, NO LiFE.×アイドリッシュセブン」スペシャルコラボ・ポスターを抽選で 7 名様にプレゼント 

その 4： タワーレコード・オリジナル特典＆早期予約特典実施 

その 5： 7 店舗での等身大スタンディパネル展示 

その 6： 新宿店での特大パネル設置 

その 7： 名古屋近鉄パッセ店、ららぽーと立川立飛店限定スペシャル応援企画 

 

NO ANIME, NO LIFE.vol.45 

 大人気コラボ『TOWERanime ♡ アイドリッシュセブン』 
2/13（火）～タワーレコードで 7 大スペシャルコラボが決定！ 
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『TOWERanime ♡ アイドリッシュセブン』7 大スペシャルコラボ企画概要 

 

【その 1】「NO ANiME, NO LiFE.×アイドリッシュセブン」スペシャルコラボ・ポスター全店掲出 

2 月 13 日(火)～3 月 12 日(月)の期間限定で、タワーレコード全店にてスペシャルコラボ・ポスターを掲出します。 

※コラボポスターは Blu-ray / DVD の全巻購入特典撮り下ろしビジュアル＜四葉 環、逢坂壮五＞を使用したものとなり

ます。 

 

【その 2】開店コール(IDOLiSH7 四葉 環 & 逢坂壮五 ver.)を 2 週間限定で放送 

2 月 13 日(火)～2 月 26 日(月)の期間、タワーレコード開店時に店内で流れるアナウンスを、IDOLiSH7 の四葉 環(CV：

KENN)、逢坂壮五(CV：阿部 敦)が担当します。 ※開店時間は店舗により異なります。 

 

【その 3】Twitter 施策：「NO ANiME, NO LiFE.」ポスターを抽選で 7 名様にプレゼント 

下記応募方法にてご応募いただいた方の中から抽選で 7 名様に「NO ANiME, NO LiFE. ×アイドリッシュセブン」 

スペシャルコラボ・ポスターをプレゼントします。 

 

＜応募方法＞ 

タワーレコード店頭にて掲出されている「NO ANiME, NO LiFE. × アイドリッシュセブン」スペシャルコラボ・ポスター

の写真を撮影し、2 月 13 日(火)～2 月 26 日(月)23 時 59 分の期間中に、タワーレコードのアニメアカウント

(@TOWER_Anime)をフォローの上写真を添付し、ポスターを見つけた店舗名とハッシュタグ「#アニナナ_tower」をツ

イートしてください。 

※当選者にはタワーレコードのアニメアカウント(@TOWER_Anime)より DM にてご連絡します。 

 

【その 4】タワーレコード・オリジナル特典＆早期予約特典実施 

アニメ『アイドリッシュセブン』関連タイトルのご購入者先着にて特典を差し上げます。 

 

■オープニング主題歌/ 6 話挿入歌 

タイトル ：「WiSH VOYAGE/Dancing∞BEAT!!」(品番：LACM14717/LACM14717X) 

 アーティスト ：IDOLiSH7 

 価格  ：1,200 円＋税 

 レーベル ：Lantis 

タワーレコード・オリジナル特典: 【バックステージパス風カード(3 種ランダム)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

■エンディング主題歌 

タイトル ：「Heavenly Visitor」(品番：LACM14718) 

 アーティスト ：TRIGGER 

価格  ：1,200 円＋税 

 レーベル ：Lantis 

タワーレコード・オリジナル特典: 【バックステージパス風カード(3 種ランダム)】 

※OP/ED 連動購入メーカー特典【種村有菜先生 特典用描き下ろしイラスト使用  

両面 B2 ポスター】もタワーレコード全店対象となります。 

 

WiSH VOYAGE 

Heavenly Visitor 
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■アニメ『アイドリッシュセブン』Blu-ray / DVD 特装限定版 第 1～7 巻 

  タイトル ：「アイドリッシュセブン 1」～「アイドリッシュセブン 7」 

Blu-ray(品番：BCXA1303～BCXA1309) 

DVD(品番：BCBA4866～BCBA4872) 

 

タワーレコード・オリジナル全巻購入特典  

：【撮り下ろし A3 クリアポスター 

＜四葉 環、逢坂壮五＞】 

 

 

 

 

 

 

 

タワーレコード・オリジナル全巻早期予約特典  

：【ポストカード 5 枚セット】 

 

 

※2/22(木)までの全巻予約が対象となり、特典は最  

終巻購入時に差し上げます。 

※2/22(木)に第 1 巻をご購入いただき、その場で 2 

巻以降の全巻をご予約いただいた方も対象です。 

 

【その 5】7 店舗での等身大スタンディパネル展示 

2 月 13 日(火)～3 月 5 日(月)の期間、下記店舗に IDOLiSH7 のメンバー等身大パネルを展示します。 

 

和泉一織：秋田オーパ店 

二階堂大和：高崎オーパ店 

和泉三月：大高店 

四葉 環：町田店 

逢坂壮五：佐賀店 

六弥ナギ：京都店 

七瀬 陸：明石店 

 

【その 6】 新宿店での特大パネル設置 

2 月 13 日(火)～2 月 26 日(月)の期間、新宿店 TOWERanime 入り口に特大パネルを設置します。 

 

【その 7】 名古屋近鉄パッセ店、ららぽーと立川立飛店 2店限定アニナナ応援スペシャル企画 

2 月 13 日(火)～3 月 5 日(月)の期間、2 店舗限定で特別企画を行います。 

 

① 等身大パネル設置 

IDOLiSH7 メンバー全員の等身大パネルを展示します。今回メンバー全員のパネルが一挙に揃うのは 2 店舗のみ！是非メ

ンバーに会いに来てくださいね。 

 

② 「NO ANiME, NO LiFE.×アイドリッシュセブン」スペシャルコラボ・ポスタージャック 

スペシャルコラボ・ポスターが店内アニメコーナーをジャックします！ 

 

③ 特大パネル展示 

「WiSH VOYAGE/Dancing∞BEAT!!」のジャケ写を使用した特大パネルを展示します！ 

アイドリッシュセブン 1 

撮り下ろし A3 クリアポスター（左）ポストカード 5 枚セット（右） 


