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2007 年 5月 24日 

報道関係各位      
全国のナムコのアミューズメント施設でご愛顧感謝キャンペーンを開催！全国のナムコのアミューズメント施設でご愛顧感謝キャンペーンを開催！全国のナムコのアミューズメント施設でご愛顧感謝キャンペーンを開催！全国のナムコのアミューズメント施設でご愛顧感謝キャンペーンを開催！    

『２００７年６月５日は７６５（ナムコ）の日『２００７年６月５日は７６５（ナムコ）の日『２００７年６月５日は７６５（ナムコ）の日『２００７年６月５日は７６５（ナムコ）の日    スペシャルキャンペーン』を開催スペシャルキャンペーン』を開催スペシャルキャンペーン』を開催スペシャルキャンペーン』を開催    
 

 

 

 

 

株式会社ナムコでは「ナムコ」と読める07
●

年6
●

月5
●

日を、「ナムコの日」と制定、日頃弊社施設をご愛顧いただ

いているお客様への感謝の気持ちを込めた特別イベント「2007 年 6月 5日は765(ナムコ)の日 スペシャルキャ

ンペーン」を、6月3（日）～6月5日（火）の3日間開催します。 

 

本イベントはナムコの直営アミューズメント施設273店をはじめ、ナムコが運営するほぼすべての施設で開催

します。直営アミューズメント施設では、人気の業務用お祭りバラエティゲーム「太鼓の達人９（※１）」が期間中

無料で楽しめる“フリープレー”台が設置されるほか、6月5日（火）の「ナムコの日」当日には、通常の5割

り増しにてメダルの貸出を行います。また、ナムコ・ナンジャタウン（東京都豊島区）、占者ストリート（石川

県金沢市/金沢りらくの森内）、玄創工房（神奈川県横浜市）でもイベントを開催し、全国規模で盛大に「ナムコ

の日」キャンペーンを展開します。 

 

ナムコは「遊びを通じて、お客様を幸せにします」を使命とし、これからもお客様に最も支持され、愛される

施設運営を行うべく、日々邁進してまいります。 
 
 (※１）太鼓の達人は、株式会社バンダイナムコゲームスの登録商標です。 
 
 

  

【2007 年 6 月 5 日は 765(ナムコ)の日 スペシャルキャンペーン】 実施イベント一覧 

店舗 イベント内容 イベント内容 備考 

「太鼓の達人９」 
終日フリープレー台設置 

6 月 3 日～5 日 
（終日） 

但し当該機以外のフリープレー台が設置されるこ
ともあり アミューズメント 

施設 
（全国/273 店舗） 「メダル 50％増量」 

キャンペーン 
6 月 5 日 
（終日） 

設置店舗のみ 

入園料無料 
※通常：大人 300 円/こども 200 円  

6 月 5 日 
（終日） 

パスポート割引特典に変更可能 
※ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ 1000 円引き・ﾅｲﾄﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ 500 円引き 
※但しどちらか一方に限る。 

ナムコ 
ナンジャタウン 

（東京都豊島区） 765 円・7,650 円 
ヒーリンググッズ福袋販売 

6 月 5 日（終日） 
販売場所：ヒーリングラボラトリー 

※ナンジャタウン 2 階・りらくの森内 

金沢りらくの森 
（石川県金沢市） 

「占者ストリート」 
フリープレー台設置 

※但し「宮坂悠紀」氏の台のみ 

6 月 3 日～5 日 
（終日） 

“占者ストリート”をご利用の方に限り、岩盤浴ストー
ンフォレストのメニュー料金を 500 円割引 

※60 分コース・デトックスコース除く 
※他特典との併用は不可 

玄創工房 
（神奈川県横浜市） 

「次回ご利用時割引券」進呈 
6 月 3 日～5 日 

（終日） 

期間中“大工房”をご利用の方全員に、次回“大工
房”ご利用金額が 1,000 円引きになる割引券を、お 1
人様 1 枚づつ進呈 

 

■バンダイナムコグループの国内組織再編の一環として、2006 年 3 月 31 日に旧株式会社ナムコから、存続会社の『株式会社バ

ンダイナムコゲームス』、新設分割の『株式会社ナムコ』としてそれぞれ新たにスタートしております。 

■プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 

 

 

以上 
 

株式会社 ナ ム コ 

社   長 : 東 純                         

本   社 : 東京都大田区多摩川2-8-5                                               

資 本 金 : 100億円 



資料１ 
■ 「2007 年 6 月 5 日は 765(ナムコ)の日 スペシャルキャンペーン」参加施設一覧（全 276 店舗） 

北海道 

ワンダーパーク札幌 札幌市 ワンダーシティ札幌 札幌市 ナムコランドサッポロファクトリー店 札幌市 

ナムコランド市民生協湯の川店 函館市 ワンダーパーク小樽 小樽市 プラボ小樽 小樽市 

東北 

プラボ青森店 青森県 ナムコランド古牧温泉店 青森県 ナムコランド五所川原エルム店 青森県 

ナムコランド盛岡店 岩手県 
イトーヨーカドー仙台泉店ナムコラン
ド 

宮城県 ナムコランド多賀城店 宮城県 

ナムコランド利府店 宮城県 プラボ仙台愛子店 宮城県 ナムコランド仙台一番町店 宮城県 

ナムコランド BASE765 宮城県 プラボ秋田店 秋田県 ナムコランド大館店 秋田県 

プラボ酒田店 山形県 ナムコランド S-MALL 店 山形県 プレイシティキャロット山形店 山形県 

ナムコランドジャスコ山形南店 山形県 プラボいわき店 福島県 ナムコランドイオンタウン郡山店 福島県 

ナムコランド郡山西店 福島県         

関東 

ナムコランド                     
さかいショッピングセンター店 

茨城県 ナムコランド水戸店 茨城県 プラボ宇都宮店 栃木県 

キンカ堂佐野ナムコランド店 栃木県 足利モールナムコランド店 栃木県 住商高崎ナムコランド店 群馬県 

伊勢崎ナムコランド店 群馬県 プラボ倉賀野店 群馬県 プラボ太田店 群馬県 

ナムコランド ダルマトピア 群馬県 ワンダーシティ岩槻（プラボ岩槻） 埼玉県 熊谷ナムコランド店 埼玉県 

プラボ上尾店 埼玉県 加須カタクラパークナムコランド店 埼玉県 ナムコランド越谷店 埼玉県 

ナムコランドさいたまステラタウン店 埼玉県 ワンダーシティ与野 埼玉県 イトーヨーカドー大宮店ナムコランド 埼玉県 

ナムコ・縁起町二丁目 埼玉県 丸広入間店ナムコランド 埼玉県 丸広百貨店わんぱくランド 埼玉県 

ナムコランドおゆみ野店 千葉県 
あびこショッピングプラザ           
ナムコランド店 

千葉県 ナムコランドヒルトン東京ベイ店 千葉県 

ナムコランドシェラトントーキョーベイ店 千葉県 チップスナムコランド店 千葉県 ナムコランド幕張店 千葉県 

ナムコランドホームズ蘇我店 千葉県 ナムコランド ドンドコフェスタ 千葉県 南夢宮電子遊戯世界 東京皮蛋城 東京都 

ナムコランド TOC 店 東京都 蒲田東急プラザ プラザランド店 東京都 ナムコランド木場店 東京都 

プレイシティキャロット巣鴨店 東京都 ナムコランド王子店 東京都 ナムコランド渋谷店 東京都 

ワンダーシティ調布 東京都 ダイエー練馬店ピエロタウン 東京都 聖蹟桜ヶ丘ナムコランド 東京都 

あきる野東急ナムコランド店 東京都 プラボ荻窪店 東京都 プラボ中野店 東京都 

ワンダーパーク港北 神奈川県 プラボ鶴見店(ワンダーシティ鶴見店) 神奈川県 プラボ都筑店 神奈川県 

ナムコランド キッズららぽーと横浜店 神奈川県 ナムコランド WAO こどもの国店 神奈川県 ナムコランドジャスコ相模原店 神奈川県 

横浜ワールドポーターズ 
Dream Fiesta 

神奈川県 さいか屋藤沢店なかよしランド 神奈川県 ナムコランド平塚店 神奈川県 

港南台センターナムコランド店 神奈川県 さいか屋横須賀店なかよしランド 神奈川県 プレイシティキャロット横浜店 神奈川県 

プレイシティキャロット伊勢佐木町店 神奈川県 さいか屋川崎店ファミリーランド 神奈川県 ワンダーパーク ヒーローズベース 神奈川県 

新百合ヶ丘サティビブレ店           
ファミリーパーク  

神奈川県 
ナムコ・ナンジャタウン 
（テーマパーク） 

東京都 玄創工房（ハンドワークスタジオ） 神奈川県 

甲信 

岡島甲府店プレイランド 山梨県 ナムコランドリバーシティー店 山梨県 ジャスコ諏訪店ナムコランド 長野県 

オギノ茅野店ちびっこランド 長野県 プリッズ長野店 長野県 プラボ上田店 長野県 

メガマートしおだ野店ナムコランド 長野県 ナムコランド佐久店 長野県 
ナムコランドジャスコ佐久平店       
パックマンワールド 

長野県 

プラボ佐久店 長野県 カタクラモール店ナムコランド 長野県 エスパ松本店ファミリーランド 長野県 

プラボ南松本店 長野県 ナムコランドジャスコ新大町店 長野県 プラボ長野店 長野県 



資料２ 
■ 「2007 年 6 月 5 日は 765(ナムコ)の日 スペシャルキャンペーン」参加施設一覧（全 276 店舗） 

北陸 

ラパーク柏崎ナムコランド店 新潟県 ジャスコ三条店ナムコランド 新潟県 ジャスコ長岡店ナムコランド 新潟県 

プラボ長岡店 新潟県 ワンダーパーク富山 富山県 ナムコランドアピタ富山店 富山県 

ナムコランドアピタ砺波店 富山県 ナムコランドアピタ魚津店 富山県 ナムコランドアピタ黒部店 富山県 

フェアモール福井ナムコランド 福井県 ナムコランドアピタ敦賀店 福井県 ナムコランドアピタ福井店 福井県 

ナムコランドヴィーナスステージ店 石川県 アルプラザ鹿島店ナムコランド 石川県 ユニー七尾店ナムコランド 石川県 

ナムコランド輪島 石川県 ナムコランドアピタ松任店 石川県 占者ストリート（金沢フォーラス内） 石川県 

東海 

ワンダーパーク岐阜店 岐阜県 ジャスコシティ柳津店ナムコランド 岐阜県 ピンポップレーン 静岡県 

プリッズ南浜松店 静岡県 プラボ浜松西店 静岡県 ナムコランド大井川店 静岡県 

ワンダーシティ名古屋店 愛知県 ナムコ・縁起町一丁目 愛知県 
ワンダーパーク 
ロマンチックストリート 

愛知県 

ワンダーパーク稲沢店 愛知県 ナムコランドアズパークファミリータウン 愛知県 ナムコランド豊田店 愛知県 

ジャスコ熊野店ナムコランド 三重県 ナムコランドジョイシティ上野店 三重県 ベルシティナムコランド 三重県 

パークシティ名張ナムコランド店 三重県 プリッズ桑名店 三重県     

近畿 

ナムコランド平和堂近江八幡店 滋賀県 ナムコランド平和堂石山店 滋賀県 ナムコランドアルプラザ水口店 滋賀県 

ワンダーパーク彦根店 滋賀県 ナムコランドミップル店 京都府 ナムコランドらぽーる店 京都府 

ワンダータワー京都店 京都府 ワンダーシティ京都南店 京都府 プリッズ宇治店 京都府 

アルプラザ城陽店 京都府 ナムコシティ 大阪府 プラボ枚方店 大阪府 

茨木ビブレナムコランド 大阪府 ナムコランド箕面店 大阪府 ナムコランドマジカルフィールド店 大阪府 

プレイシティキャロット第 4 ビル店 大阪府 プレイシティキャロットなんば店 大阪府 ナムコランドすみのえ店 大阪府 

プラボ千日前店 大阪府 しんかな CITY ナムコランド店 大阪府 ナムコランドなんばパークス店 大阪府 

プリッズ日根野店 大阪府 ノバティながのナムコランド店 大阪府 スカイシティ泉南ナムコランド店 大阪府 

プラボ パラダイスガーデン 大阪府 プラボ豊岡店 兵庫県 姫路セントラルパーク店 兵庫県 

ナムコランドジャスコ加西店 兵庫県 ジャスコ赤穂店ファミリーランド 兵庫県 プリッズ姫路店 兵庫県 

プラボプレンティ店             
（ナムコランドプレンティ店） 

兵庫県 プラボ神戸西店 兵庫県 ナムコランド三宮店 兵庫県 

プリッズ榛原店 奈良県 パームシティ和歌山ナムコランド店 和歌山県 プリッズ田辺店 和歌山県 

中国 

海田サティナムコランド店 広島県 フジグラン安芸店子供の国 広島県 フジグラン広島店子供の国 広島県 

プリッズ広島店 広島県 ナムコランド広島店 広島県 フジグランナタリー店ナムコランド 広島県 

ナムコランド高陽店 広島県 ザ・ビッグ庄原店ナムコランド 広島県 プラボ東広島店 広島県 

ナムコランド東広島店 広島県 ナムコランド西条駅前店 広島県 フジグラン尾道店子供の国 広島県 

プリッズパークレーン店 広島県 プリッズビッグボウル店 広島県 ナムコランド三原店 広島県 

ナムコランド福山 広島県 ナムコランド水島店 岡山県 ナムコランドジャスコ倉敷店 岡山県 

プラボ鳥取店 鳥取県 パラオランド店 島根県 ジャスコ大田店ナムコランド 島根県 

プラボ宍道店 島根県         

 
 
 
 



資料３ 
■ 「2007 年 6 月 5 日は 765(ナムコ)の日 スペシャルキャンペーン」参加施設一覧（全 276 店舗） 

 

四国 

プレイシティキャロット徳島シティ店 徳島県 ナムコランド鳴門店 徳島県 ナムコランド石井店 徳島県 

ゆめタウン高松店ゆめキッズ 香川県 ナムコランド丸亀店 香川県 ナムコランド十川店 香川県 

ワンダーパーク西条 愛媛県 ワンダーパーク今治 愛媛県 フジグラン新居浜店子供の国 愛媛県 

フジグラン松山店ナムコランド 愛媛県 ナムコランド姫原店 愛媛県 ナムコランド砥部店 愛媛県 

ナムコランド川之江店 愛媛県 アクトピア大洲店ナムコランド 愛媛県 フジ八幡浜子供の国店 愛媛県 

プリッズ宇和島店 愛媛県 フジ南宇和店子供の国 愛媛県 ナムコランド宇和店 愛媛県 

サニーアクシス南国店 
アクシスキッズ 

高知県 ナムコランド葛島店 高知県 ナムコランド宿毛店 高知県 

ナムコランド四万十店 高知県         

九州北部 

ナムコランド メルクス柳井店 山口県 
フジグラン岩国店                   
アミューズメントパーク 

山口県 ワンダーパーク宇部 山口県 

ワンダーボウル宇部店 山口県 ナムコランドサンパーク小野田店 山口県 ナムコランド大内店 山口県 

ナムコランド メルクス宇部店 山口県 ナムコランドジャスコ安岡店 山口県 ナムコランドメルクス綾羅木店 山口県 

プラボ徳山 山口県 フジ新南陽店ちびっこランド 山口県 ワンダーパーク筑紫野 福岡県 

ゆめタウン筑紫野ゆめキッズ店 福岡県 ゆめタウン八女店ゆめキッズ 福岡県 プラボ久留米店 福岡県 

ワンダーパーク博多 福岡県 ワンダーパークホークスタウン 福岡県 西友志免店ナムコランド 福岡県 

プラボ前原店 福岡県 ナムコランド行橋サンパル店 福岡県 プラボ飯塚店 福岡県 

ナムコランド小倉店 福岡県 ナムコランド上板店 徳島県 メルクス北茂安ナムコランド店 佐賀県 

ゆめタウン武雄店ゆめキッズ 佐賀県 ナムコランド佐賀店 佐賀県 ナムコランド長崎店 長崎県 

ナムコランド西友諫早店 長崎県 ナムコランド西友諫早店 長崎県 ナムコランド西友道の尾店 長崎県 

ニコニコ堂人吉店ナムコランド 熊本県 
大津ショッピングプラザアーク店       
ナムコランド 

熊本県 ニコニコ堂松島店ナムコランド 熊本県 

サンピアンナムコランド店 熊本県 ニコニコ堂東山鹿ナムコランド店 熊本県 
ダイヤモンドシティ熊本南 
ナムコランド 

熊本県 

ゆめタウン中津店ゆめキッズ 大分県 ナムコランド光の森店 熊本県 ワンダーシティ南熊本 熊本県 

ナムコランド明野店 大分県 メルクス宇佐ナムコランド店 大分県 杉乃井ホテルナムコランド店 大分県 

ナムコランドわさだ店 大分県 アムス大在店ナムコランド 大分県 プラボ光吉店 大分県 

ナムコランド別府店 大分県 
トキハインダストリー三重店          
ナムコランド 

大分県 
トキハインダストリー佐伯店        
ナムコランド 

大分県 

南九州・沖縄 

宮崎こどものくにナムコランド店 宮崎県 プラッセだいわ出水店ナムコランド 鹿児島県 プリッズ沖縄店 沖縄県 

ナムコランド日向店 宮崎県 プラッセ川内店ナムコランド 鹿児島県 
豊見城ウィングシティナムコラ
ンド店 

沖縄県 

ナムコランド東日向店 宮崎県 ナムコランドプラッセだいわ指宿店 鹿児島県 ナムコランド具志川店 沖縄県 

ナムコランド宮崎店 宮崎県 ナムコランドだいわ串木野店 鹿児島県 ナムコランド那覇店 沖縄県 

山形屋店ナムコランド 鹿児島県 プラッセだいわ鹿屋店ナムコランド 鹿児島県     


