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GraffArtShop にて『スパイ百貨店』フェア開催決定！
11 月 18 日発売の CD 第２弾収録オーディオドラマの試聴もスタート
株式会社サイバード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡、以下「サイバ
ード」）は、GraffArtShop（グラフアートショップ）にて『スパイ百貨店』のフェアを実施することを発表い
たします。また、11 月 18 日（水）に発売となる「スパイ百貨店 Music&Drama CD Order#2」に
収録されるオーディオドラマの試聴動画も解禁となります。

「表の顔は百貨店店員、裏の顔はスパイ」という２つの顔を持つ紳士たちが暗躍する、新規女性向け
プロジェクト『スパイ百貨店』。CD 第 2 巻『スパイ百貨店 Music&Drama CD Order#2』のリリースを
記念して、GraffArtShop 池袋本店およびなんば店でのフェア開催が決定いたしました。
公式ビジュアルを使用したグッズはもちろん、キュートなグラフアートデザインの新商品も登場いたします。
また、10 月 12 日（月）～18 日（日）の期間限定で事前予約の受付も開始。詳細は、

GraffArtShop の公式サイト、または Twitter にてお知らせいたします。

【GraffArtShop スパイ百貨店 POP UP コーナー】
・開催期間：11 月 18 日(水)~11 月 30 日(月)
・開催店舗：GraffArtShop 池袋本店、なんば店
・通販サイト：https://kyaragoods.shop-pro.jp/
・公式 Twitter：https://twitter.com/A3_CharaCharge
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■かわいらしいグラフアートデザインのグッズが続々登場！

・アクリルぷちスタンド（全７種）／各 800 円（税別）、BOX5,600 円（税別）※ブラインド
・缶バッジ（全７種）／各 480 円（税別）、BOX3,360 円（税別）※ブラインド
・レザーフセンブック／500 円（税別）
・キャラクリアケース（A5 サイズ）／800 円（税別）
・キャラパス／380 円（税別）
・キャラケース／2,980 円（税別）
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■公式ビジュアルを使用した、新グッズも！

・キャラアクリルフィギュア／1,600 円（税別）
・キャラクリアケース（A5 サイズ）／800 円（税別）
・アクリルキーホルダー／各 780 円（税別）、BOX3,900 円（税別） ※ブラインド
・缶バッジ／各 480 円（税別）、BOX2,400 円（税別） ※ブラインド

■数量限定特典はポストカード

「スパイ百貨店」の商品を 2,200 円（税込）以上購入すると、ポストカードを全３種のなかからランダム
で１枚プレゼント。
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■公式 YouTube にてオーディオドラマ第１話試聴版公開中！
『スパイ百貨店 Music&Drama CD Order#2』に収録されるオーディオドラマの試聴も公開中！
CD 第１弾にも登場したマミヤ(CV.住谷 哲栄)、ユリト（CV.坂田 将吾）、ナグモ(CV.河西 健吾)に
加え、新たに追加となったフウマ（CV. 竹田 海渡）、カイト（CV.八代 拓）、ライゾウ（CV.葉山翔
太）も登場する本作。
試聴版で公開する第１話では、３人の新キャラクターの初登場シーンが描かれます。CD 第２弾の依
頼主は、桃源百貨店の最上顧客であり、ユリトの生家でもある「常磐グループ」。子会社の１つである
「常磐製薬」では、能力拡張薬の研究が秘密裏に推し進められている。研究内容はもちろん門外不出
だが、ラボ内で研究員たちの失踪が相次いでいた。
その謎を突き止めるべく、スパイたちはラボへと潜入するが……？

◆視聴 URL：https://youtu.be/lFkMGI_JIjM

■出演者７名の集合サイン入り色紙が当たる！フォロー＆RT キャンペーンキャンペーン実施！
オーディオドラマ第１話の試聴トラック公開を記念して、メインキャストの住谷 哲栄さん、坂田 将吾さ
ん、河西 健吾さん、竹田 海渡さん、八代 拓さん、葉山 翔太さんのサイン入り色紙が抽選で【２名様】
に当たる、RT キャンペーンを開催します。
公式 Twitter(https://twitter.com/spy_tohgen)をフォローのうえ該当ツイートを RT すれば、応
募完了となります。

開催期間：2020 年 10 月 26 日（金）18:00～7 月 20 日（月）23:59
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■『スパイ百貨店』とは？
都市の中心部に鎮座する史上最高の デパート“桃源百貨店”。
ありとあらゆる逸品が並び、超一流の接客を受けられると評判で、連日多くのお客で賑わっている。
そんな理想の百貨店には、願えばなんでも手に入る秘密のフロアが存在するという。
知る人ぞ知る秘密のフロアで顧客の要望に応えるのは、百貨店のなかでもとくに優れた能力を持つ紳士
たち。
じつは彼ら、百貨店店員はかりそめの顔で、その正体は極秘任務を遂行するスパイだった！
諜報機関という裏の顔を持つ桃源百貨店。
濁流のように欲望が押し寄せるこの百貨店で、紳士たちは華麗に暗躍する！

■商品情報
名称 ：『スパイ百貨店 Music&Drama CD Order#2』通常盤
発売日：2020 年 11 月 18 日（水）
品番 ：CYRC-0034
価格 ：2,000 円（税別）
キャスト：マミヤ（CV.住谷 哲栄）、ユリト（CV.坂田 将
吾）、ナグモ（CV.河西 健吾）、フウマ（CV.竹田 海渡）、
カイト（CV.八代 拓）
販売元：サイバード
【通常盤特典 ※非売品】キャラクターカード ※ランダム封入

名称 ：『スパイ百貨店 Music&Drama CD Order#2』豪華盤
発売日：2020 年 11 月 18 日（水）
品番 ：CYRC-0035
価格 ：4,300 円（税別）
キャスト：マミヤ（CV.住谷 哲栄）、ユリト（CV.坂田 将
吾）、ナグモ（CV.河西 健吾）、フウマ（CV.竹田 海渡）、
カイト（CV.八代 拓）
販売元：サイバード

【豪華盤特典 ※非売品】
① ジャケットイラスト使用 44mｍ缶バッジ ５個セット
② オーディオドラマドラマ「幼馴染の休日」収録 SONOCA カード
登場キャラクター：ヒカリ（CV.佐香 智久）、ユキオ（CV.熊谷 健太郎）
③ ８ページブックレット
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■CD『スパイ百貨店 Music&Drama CD Order#2』販売サイト
【nadema】
・豪華盤 https://nadema.jp/shopdetail/000000002254
・通常盤 https://nadema.jp/shopdetail/000000002253
【アニメイト通販】
・豪華盤 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/1834835/
・通常盤 https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/1834836/
【ステラワース通販】
https://www.stellaworth.co.jp/shop/search_result.php?item=&name=Order%81
%942&lc=&br=&ta=&kw=&nkw=&al=0&ryf=&rmf=&rdf=&ryt=&rmt=&rdt=&pl=
&ei=0&dt=0

【公式アカウント】
Twitter

：https://twitter.com/spy_tohgen

Instagram：https://www.instagram.com/spy_tohgen
YouTube

: https://www.youtube.com/channel/UCqY2uajeJsqaweLfzlGXFDQ

【コピーライト】©CYBIRD

■サイバードについて
会 社

名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本

社：東京都渋谷区猿楽町 10-1 マンサード代官山

代 表

者：代表取締役社長 兼 CEO 本島 匡

設

立：1998 年 9 月 29 日

事 業 概 要：モバイルを軸としたコンテンツサービス/ゲームの提供、コンテンツビジネス支援、クロスメディ
アソリューションの開発/提供、モバイル/Web サイト構築、e コマース、次世代プラットフォ
ーム/テクノロジーの研究開発など。
＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞
株式会社サイバード マーケティング統括部
E-Mail： press@cybird.co.jp
＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。

