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『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』がローソンと第4弾タイアップを実施！
ローソンオリジナルグッズを期間限定・数量限定で発売
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：橋本 義賢）と、株式会社Craft Egg（本
社：東京都渋谷区 代表取締役：森川 修一、以下、Craft Egg）の共同制作によるスマートフォン向けゲーム
『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』は、株式会社ローソン（本社：東京都品川区、代表取締役 社長：竹
増貞信）とのタイアップ企画を2019年9月3日（火）より、全国のローソン（ナチュラルローソン・ローソンストア
100・一部店舗を除く）にて実施致します。対象商品をお買い上げいただくと先着・数量限定で、オリジナルグッズ
がもらえるキャンペーンや、オリジナル商品等を販売致します。また、リツイートキャンペーンや全国主要エリアの3店舗
にてコラボ店舗も実施致します。
報道関係の皆様にはおかれましては、是非誌面・Web記事等で本内容をお取り扱いいただければ幸いに存じます。

山吹沙綾のオリジナル店内放送が聞ける！
実施期間：2019年8月27日（火）～9月3日(火)
ローソンの店内放送「ローソンCSほっとステーション」にて、「山吹沙綾」による店内放送を実施致します。
※詳しい放送時間についてはキャンペーンサイトにてご確認ください。

リツイートしてもらおう！
キャンペーン期間：2019年9月3日（火）15:00告知ツイート実施～9月10日（火）14:59
キャンペーン期間中にバンドリ！公式Twitterアカウント「@bang_dream_info」から配信される対象のキャンペーン
告知ツイートをリツイートし、40,000リツイートを達成すると、「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」ゲームユーザー全員に
ゲーム内で使えるアイテムセットをプレゼント致します。
■アイテムセット（スター×100 +スキル練習チケット（トリプル）×1）

数量限定！オリジナル商品
店頭販売期間:2019年9月14日（土）～商品がなくなり次第終了
ローソン店頭・HMV&BOOKS online限定で「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」のオリジナル商品を、数量限定で発売致します。
※一部お取り扱いのない店舗がございます。
※納品時間は店舗により異なります。
※ラバーストラップはブラインド形式での販売となる為、購入時に絵柄はお選びいただけません。
※HMV&BOOKS onlineでの予約受付も致します。一部商品はセット販売となり、単品での販売はございません。
※期間内でも数量に達し次第予約終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

＜9月14日（土）発売＞
■缶バッジ（全25種）
本体価格 各500円 （＋税）

■ラバーストラップ（全25種）
本体価格 各600円 （＋税）

■A4クリアファイル5枚1セット（全5種）
本体価格 各1,500円 （＋税）

■トートバッグ（全5種）
本体価格 各1,800円 （＋税）

＜9月24日（火）発売＞
■ボールペン（全5種）
本体価格 各600円 （＋税）

■A2タペストリー（全1種）
本体価格 3,500円 （＋税）

■ステッカー2枚セット（全1種）
本体価格 800円 （＋税）

■マグカップ（全1種）
本体価格 1,500円 （＋税）

■マイクロファイバーハンカチ（全5種）
本体価格 各600円 （＋税）

オリジナルグッズはHMV&BOOKS onlineにて予約受付も致します。
＜缶バッジ5個セット・ラバーストラップ5個セット・A4クリアファイル5枚セット・トートバッグ＞
受付期間:2019年9月14日（土）10:00～10月5日（土）23:30
お渡し日:2019年10月31日（木）より開始となります。
＜ボールペン＆マイクロファイバーハンカチセット・ステッカー2枚セット・A4クリアファイル5枚セット・マグカップ・A2タペストリー＞
受付期間:2019年9月24日（火）10:00～10月15日（火）23:30
お渡し日:2019年12月18日（水）より開始となります。
期間内でも数量に達し次第予約終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※10月1日（火）より消費税率改定の為、お渡し日が10月1日（火）以降の商品は消費税率10%でのご購入となります。
商品名（内容量）
Poppin'Party
缶バッジ5個セット
Afterglow
（全5種×各1個）
Pastel＊Palettes
※HMV&BOOKS onlineではバンドごとの
Roselia
セット販売となります。
ハロー、ハッピーワールド！
Poppin'Party
ラバーストラップ5個セット
Afterglow
（全5種×各1個）
Pastel＊Palettes
※HMV&BOOKS onlineではバンドごとの
Roselia
セット販売となります。
ハロー、ハッピーワールド！
Poppin'Party
Afterglow
A4クリアファイル5枚セット
Pastel＊Palettes
（全5種）
Roselia
ハロー、ハッピーワールド！
Poppin'Party
Afterglow
トートバッグ
Pastel＊Palettes
（全5種）
Roselia
ハロー、ハッピーワールド！
ボールペン＆
山吹沙綾＆Poppin'Party
マイクロファイバーハンカチセット
宇田川巴＆Afterglow
（全5種）
大和麻弥＆Pastel＊Palettes
※HMV&BOOKS onlineでは
宇田川あこ＆Roselia
セット販売となり、単品での販売はございません。
松原花音＆ハロー、ハッピーワールド！
ステッカー2枚セット
マグカップ（全1種）
A2タペストリー（全1種）

本体価格（＋税）
各2,500円（＋税）

各3,000円（＋税）

各1,500円（＋税）

各1,800円（＋税）

各1,200円（＋税）
800円 （＋税）
1,500円（＋税）
3,500円（＋税）

先着・数量限定でもらえる！オリジナルグッズ企画
キャンペーン期間:2019年9月3日（火）7:00～9月16日（月・祝） ※または景品がなくなり次第終了
キャンペーン期間中に対象商品を購入すると、先着・数量限定で「オリジナルグッズ」をプレゼント致します。
※『ローソンスマホレジ』決済は対象外です。
■菓子3個でもらえる！オリジナルクリアファイル（全5種×各6枚 各店合計30枚）
キャンペーン期間中に対象商品のお菓子を3個購入すると、先着・数量限定で「オリジナルクリアファイル」を1枚プレゼント致します。
※景品はお一人様1店舗1回のお買い物につき各種1枚、計5枚までとさせていただきます。

■ドリンク剤1本でもらえる！オリジナルミニポスター（全5種×各3個 各店合計15個）
キャンペーン期間中に対象商品のドリンク剤1本購入すると、先着・数量限定で「オリジナルミニポスター」を1個プレゼント致します。
※景品はお一人様1店舗1回のお買い物につき各種1個、計5個までとさせていただきます。

コラボ店舗限定オープン
実施期間:2019年9月3日（火）10:00～9月23日（月・祝）23:59 ※または商品がなくなり次第終了
コラボ店舗にて「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」のオリジナルグッズを数量限定で販売致します。
コラボ実施店舗

住所

ローソン JEBL秋葉原スクエア店

東京都千代田区神田練塀町８５

ローソン 椿町店

愛知県名古屋市中村区椿町１４‐１３

ローソン 難波中二丁目店

大阪府大阪市浪速区難波中２‐６‐１７

※装飾店舗ではのぼり・店頭幕等の資材装飾を実施いたしますが、
店舗の状況により掲示されない場合もございます。予めご了承ください。

■缶バッジ2個セット（全1種）
本体価格 741円 （＋税）

■アクリルスタンドキーホルダー（全5種）
本体価格 各1,111円 （+税）

■等身大タペストリー（全5種）
本体価格 各8,000円 （+税）

コラボ店舗販売商品はHMV&BOOKS onlineにて予約受付も致します。
受付期間:2019年9月3日（火）10:00～9月30日（月）23:30
お渡し日:2019年11月28日（木）より開始となります。
期間内でも数量に達し次第予約終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※10月1日（火）より消費税率改定の為、お渡し日が10月1日（火）以降の商品は消費税率10%でのご購入となります。
あらかじめご了承ください。
商品名
缶バッジ2個セット

本体価格（＋税）
741円 （＋税）

アクリルスタンドキーホルダー（山吹沙綾）
アクリルスタンドキーホルダー（宇田川巴）
アクリルスタンドキーホルダー（大和麻弥）

各1,111（＋税）

アクリルスタンドキーホルダー（宇田川あこ）
アクリルスタンドキーホルダー（松原花音）
等身大タペストリー（山吹沙綾）
等身大タペストリー（宇田川巴）
等身大タペストリー（大和麻弥）
等身大タペストリー（宇田川あこ）
等身大タペストリー（松原花音）

各8,000円（＋税）

量限定・ローソン限定 ! オリジナル菓子
販売期間:2019年9月24日（火）～商品がなくなり次第終了
ローソン限定で「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」のオリジナル商品を数量限定で発売致します。
※一部お取り扱いのない店舗がございます。
※数量限定につき、無くなり次第販売終了となります。
■カントリーマアム バニラ（ミニ色紙1枚入り 全6種）
本体価格 各556円 （+税）

Loppi限定グッズ付きムビチケコンビニ券販売中！
Loppi限定で劇場版「BanG Dream! FILM LIVE」ムビチケコンビニ券とオリジナルグッズをセットで販売致します。
■ポストカード5枚セット引換券付ムビチケコンビニ券（全1種）

受付期間
8月1日（木）～9月12日（木）

グッズ引換日
9月26日（木）

本体価格（税
込）
2,340円

Lコード
92827

バンドリ！ ガールズバンドパーティ！とは
はじめよう、私たちのバンド活動（ライフ）！
「キャラクター×声優×バンド」の3つがリンクするメディアミックスプロジェクト「BanG Dream!」（バンドリ！）。
アニメーションとリンクするように声優がバンドを結成し、実際に楽器を奏でる、未だかつてないプロジェクト。
「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は2017年3月にリリースされたスマートフォン向けゲーム。原作のガー
ルズバンド「Poppin’Party」を始め全5バンドが登場する。各バンドのオリジナル楽曲の他、アニメソング等の
バンドカバーも収録していることで話題を集め、現在国内ユーザー数1000万人を突破し大ヒットを記録して
いる。
■サービス基本情報
タイトル ：「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」
配信 ：App Store、Google Play

ジャンル ：リズム＆アドベンチャーゲーム
利用料金 ：基本プレイ無料、アイテム課金制

★BanG Dream!（バンドリ！）公式HP ：http://bang-dream.com/
★バンドリ！ ガールズバンドパーティ！公式HP： https://bang-dream.bushimo.jp/
★YouTube バンドリちゃんねる☆： https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA
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