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株式会社アスガルド
honeybee10 周年企画
honey 10th memories がフィナーレへ！
‟winter lapis lazuli”特設サイト公開!!

当社の連結子会社であります、株式会社アスガルド（本社：東京都千代田区、代表取締
役：神尾剛）は、アスガルドが運営する honeybee レーベルの 10 周年を記念して、年間を
通して 4 つの企画を実施する「honey 10th memories」について、春の“spring diamond”、
夏の“peridot summer”、秋の“topaz fall”を経て、フィナーレを飾る冬の“winter lapis
lazuli”の特設サイトが公開されたことをお知らせいたします。
オトメイトビル内の THE キャラ SHOP 池袋店とクレープ☆パラダイス、ステラワースにて
期間限定で展開します。
また、2019 年１月 23 日（水）発売予定「DYNAMIC CHORD THE BEST」を先行販売いたしま
す。この機会にぜひお越しください。

展開タイトル
winter lapis lazuli
in THE キャラ SHOP
（オトメイトビル 2F）

DYNAMIC CHORD

winter lapis lazuli

Starry☆Sky

in ステラワース

Blackish House

死神彼氏シリーズ

あやかしごはん

放課後 colorful＊step

Photograph Journey

青春はじめました！

クレープ☆パラダイス コラボ 全 8 タイトルで実施！
DYNAMIC CHORD/Starry☆Sky/Blackish House/死神彼氏シリーズ/
あやかしごはん/放課後 colorful＊step/Photograph Journey/青
春はじめました！

winter lapis lazuli in THE キャラ SHOP
商品紹介

■winter lapis lazuli

DYNAMIC CHORD くじ

『winter lapis lazuli』の開催を記念して、会場限
定で「DYNAMIC CHORD くじ」を販売します。
シリアルナンバー入りの複製原画をはじめとした超
豪華景品が盛りだくさん！お見逃しなく♪
※オトメイトビル 2F 物販フロアのみのお取り扱いと
なります
■DYNAMIC CHORD

缶バッジコレクション vol.10

『DYNAMIC CHORD THE BEST』のビジュアルを使用し
た缶バッジが登場！ベストアルバムの発売を記念し
たホログラム仕様が、煌めきを添えます。

■DYNAMIC CHORD

Artist Bromide Collection vol.9

『DYNAMIC CHORD THE BEST』のビジュアルを使用し
たブロマイドが登場！アーティスト 16 名にお願い
して、直筆サイン入りブロマイドがランダムで入っ
ています。ベストアルバム発売記念に、是非推しの
アーティストをゲットしてくださいね♪

■DYNAMIC CHORD アクリルフィギュアスタンド
『DYNAMIC CHORD JAM&JOIN!!!!』のメインビジュア
ルが、ビッグサイズのフィギュアスタンドで登場！
おそろいのちびキャラと一緒に飾れば、アーティス
トのカッコよさと可愛さを同時に堪能できます♪
推しを並べれば、あなただけのライブステージが完
成です！

winter lapis lazuli in THE キャラ SHOP
特典紹介

■AGF2018 連動特典
“winter lapis lazuli”オトメイトビル 2 階物販フロアにて
「DYNAMIC CHORD THE BEST」（先行販売）をお買い上げの際、AGF2018 で配布したフライヤ
ーに付いている【引換券】をお持ちくださった方には初回生産特典の Artist message card
をランダムでもう 1 枚プレゼント。
※CD１枚につき引換券１枚まで有効

■先行販売「DYNAMIC CHORD THE BEST」購入特典
“winter lapis lazuli”オトメイトビル 2 階物販フロアにて「DYNAMIC CHORD THE BEST」
（先行販売）をお買い上げの際、特典として、CD1 枚につき『アーティストマグネットシー
ト（全 4 種）』をランダムで 1 枚プレゼント。

■オトメイトビル 2 階物販フロア購入特典
“winter lapis lazuli”オトメイトビル 2 階物販フロアにて、お買い上げ 5,000 円ごと
に、特典として、『A3 サイズポスター（全 4 種）』をランダムで 1 枚プレゼント。

winter lapis lazuli in ステラワース
商品紹介

■トレーディングアクリルプレートキーチェーン
(Starry☆Sky・あやかしごはん・死神彼氏シリーズ・Blackish House)
■オリジナルあぶらとり紙
(青春はじめました！・Photograph Journey・放課後 colorful＊step)

winter lapis lazuli in ステラワース
特典紹介

対象商品をご購入 2000 円(税込)ごとにノベルティを一つプレゼント
＜対象商品＞
店頭→アスガルド公式グッズ・ゲーム・CD、ステラワース様新作グッズを対象
通販→アスガルド公式グッズ・ステラワースグッズを対象

ステラワース公式サイト

https://www.stellaworth.co.jp/

開催期間 2018 年 12 月 14 日（金）～12 月 25 日（火）
開催場所 池袋オトメイトビル 1F・2F、ステラワース
オトメイトビル
豊島区東池袋 1-23-5 オトメイトビル
ステラワース
東京都豊島区東池袋 1-23-9 近代ビル 10 号館 3F
honey 10th memories
『winter lapis lazuli』特設サイト
http://honeybee-cd.com/winter_lapis_lazuli/

公式サイト/Twitter
honeybee 公式サイト

http://honeybee-cd.com/

honeybee 公式 Twitter

https://twitter.com/honeybee_asgard

DYNAMIC CHORD 公式サイト

http://www.honeybee-cd.com/dynamic.html

DYNAMIC CHORD 公式 Twitter

https://twitter.com/DYNAMICCHORD

DYNAMIC CHORD JAM&JOIN!!!! 公式サイト

https://dcjjapp.com/

DYNAMIC CHORD JAM&JOIN!!!! 公式 Twitter

https://twitter.com/dcjandj

＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社アスガルド
TEL:03-5822-4117／FAX:03-5822-4118
http://www.asgard-japan.com/
アスガルド広報担当
info@asgard-japan.com(雑誌・web 窓口)

＜IR に関するお問い合わせ先＞
株式会社アエリア
MAIL：ir@aeria.jp

IR 担当チーム

