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劇場版『ONE
ワ ン

 PI
ピ ー ス

ECE STAMPED
ス タ ン ピ ー ド

E』キャンペーン 

「＃バンナム万博」 開催！ 
株式会社バンダイナムコアミューズメントは、グループ会社のバンダイ、BANDAI SPIRITS、メガハウス、プレックス、バンダイナムコ

エンターテインメントと合同で、劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』映画連動キャンペーン「＃バンナム万博」を、2019 年 8 月 9

日（金）から 9 月 16 日（月・祝）まで開催します。  

  

 

本キャンペーンでは、ONE PIECE 史上初、ナムコのお店完全限定(※1)の「ワールドコレクタブルフィギュア(※2)」として、 

劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』 ワールドコレクタブルフィギュア-Special-vol.1(全 4 種）、-Special- vol.2(全 4 種）を、

全国の直営アミューズメント施設「namco」 約 240 店舗にクレーンゲーム機の景品として投入します。 

またキャンペーン対象店舗で、対象機に 500 円を投入、または映画鑑賞済みの半券を提示すると、ナムコ限定「金ピカ！ステッ

カー」をプレゼント。さらに、ナムコ限定景品 8 種と 10 月登場予定のルフィとサボのワールドコレクタブルフィギュア（ワーコレ）が入っ

た、世界に 100 セットしかない「ワーコレ収納 BOX」が当たる抽選に参加できます。 

さらに、バンダイナムコグループ各社の「ONE PIECE」グッズが抽選で当たるプレゼント企画や、キャンペーンツイートのリツイート数に

応じて App Store/Google Play 向けスマートフォンアプリ「ONE PIECE トレジャークルーズ」などのゲーム内アイテムがもらえる

Twitter キャンペーンを開催するなど、バンダイナムコグループ全体で劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』を盛り上げます。 

【詳細は次ページをご覧ください】 

キャンペーン特設サイト URL：https://bandainamco-am.co.jp/event/onepiece-movie/ 

 

 

 

 

 

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©尾田栄一郎／2019「ワンピース」製作委員会  

※ニュー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。 

(※1) ナムコのお店完全限定…ワールドコレクタブルフィギュア-Special-vol.1、-Special-vol.2 のアソート 8 種全てがナムコ限定景品です。 

(※2) ワールドコレクタブルフィギュア…バンプレストブランドが展開する「手のひらサイズの❝宝❞物」をコンセプトにしたデフォルメフィギュアブランドです。 

▲ナムコ限定景品「ONE PIECE ワールドコレクタブルフィギュア」 

 

https://bandainamco-am.co.jp/event/onepiece-movie/


 

１：ONE PIECE 史上初、ナムコのお店完全限定の「ワールドコレクタブルフィギュア」登場‼ 

 ONE PIECE 史上初、ナムコのお店完全限定の「ワールドコレクタブルフィギュア」として、劇場版

『ONE PIECE STAMPEDE』 ワールドコレクタブルフィギュア-Special-vol.1（全 4 種）、-

Special- vol.2(全 4 種）が、2019 年 8 月 9 日(金）から全国の「namco」キャンペーン対

象店舗に登場します。 

 尾田栄一郎先生描き下ろしの「最新ビジュアル」にもとづいたロー・バギー・ルッチ・スモーカー・ハン

コックらが登場。 

シークレットを含む全 8 種のラインアップ全て、ナムコでしか手に入らない完全限定景品です。 

 

【景品情報】※景品はなくなり次第終了です。 

◇8 月 9 日（金）登場 

 ①劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』 ワールドコレクタブルフィギュア-Special-vol.1 

 【トラファルガー・ロー／バギー／ロブ・ルッチ／シークレット（8 月 9 日公開予定）】 

 （全 4 種）約７㎝ 

 

 ②劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』 ワールドコレクタブルフィギュア-Special-vol.2  

【クロコダイル／ボア・ハンコック／スモーカー／たしぎ】 

（全 4 種）約７㎝ 

 

 

 

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©尾田栄一郎／2019 「ワンピース」 製作委員会  

※ニュー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。あらかじめご承知ください。 

※画像はイメージです。 

劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』キャンペーン 「＃バンナム万博」 添付資料(1/4) 

    

    

トラファルガー・ロー        バギー           ロブ・ルッチ          シークレット 

▲劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』ワールドコレクタブルフィギュア-Special-vol.1 

クロコダイル       ボア・ハンコック          スモーカー           たしぎ 

▲劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』ワールドコレクタブルフィギュア-Special-vol.2 



 

２：ナムコ限定「金ピカ！ステッカー」プレゼント‼ 

キャンペーン対象店舗で、対象機に 500 円を投入、または劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』の鑑賞済みの半券を提示する

と、ナムコ限定「金ピカ！ステッカー」をプレゼントします。（全 16 種のうち、いずれかランダムで 1 種） 

ナムコ限定「金ピカ！ステッカー」は、劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』の衣装を身に纏った麦わらの一味 9 種と、ロー、バ

ギー、ハンコック、スモーカー、サボ、ルッチ、クロコダイル、スモーカーの全 16 種で、背景はキラリと輝く金ピカデザインとなっています。 

 さらに、「金ピカ！ステッカー」の封入パッケージ内にアタリ券が入っていると、ナムコ限定 8 種と 10 月登場予定のルフィとサボのワール

ドコレクタブルフィギュアが入った、世界に 100 セットしかない「ワーコレ収納 BOX」をプレゼントします。「ワーコレ収納 BOX」は、本

キャンペーンのための特別デザインで、1 つ 1 つにシリアルナンバーが振られた限定品です。 

 

 

 

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©尾田栄一郎／2019「ワンピース」製作委員会  

※ニュー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。あらかじめご承知ください。 

※画像はイメージです。 

劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』キャンペーン 「＃バンナム万博」 添付資料(2/4) 

 

▲ナムコ限定景品 8 種と 10 月登場予定のルフィとサボのワールドコレクタブルフィギュアが入った、世界に 100 セットしかない「ワーコレ収納 BOX」。 

   全てシリアルナンバー入り！ サイズ：345×280×100mm 

                 

▲ナムコ限定ノベルティ「金ピカ！ステッカー」 全 16 種  サイズ：91×55 ㎜   ※なくなり次第終了となります。 



 

3：「ONE PIECE」関連グッズが抽選で当たる！プレゼントキャンペーン 

 バンダイナムコグループ各社の「ONE PIECE」関連グッズが抽選で当たるキャンペーンを実施いたします。キャンペーン特設サイトから

ナムコアプリ（無料）をダウンロードすることで応募できます。賞品内容や応募方法などの詳細は、キャンペーン特設サイトをご覧くださ

い。 

キャンペーン特設サイト URL：https://bandainamco-am.co.jp/event/onepiece-movie/ 

 

【プレゼント一例】 
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※ニュー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。 
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①  ② ③ ④ ⑤  

⑥ 

① 一番くじ ワンピース ONE PIECE ALL STAR セット 

※2019 年 8 月 10 日より順次発売予定 ※発売元 株式会社 BANDAI SPIRITS 

※A～N 賞（全 14 等級 44 種(うち、シークレット 1 種) ラストワン、ダブルチャンスキャンペーンは除く。 

② 超合金 ゴーイング・メリー号 -ONE PIECE アニメ 20 周年 Memorial edition-  

※2019 年６月発売 ※発売元 株式会社 BANDAI SPIRITS 

③ フィギュアーツ ZERO 

※(1)麦わらのルフィ (2)海賊狩りのゾロ (3)泥棒猫ナミ (4)狙撃の王様そげキング ウソップ (5)わたあめ大好きチョッパー 

※(１)2019 年 7 月発売／(2)～(5)2019 年 8 月発売予定 ※発売元 株式会社 BANDAI SPIRITS 

④ ワンピース偉大なる船
グ ラ ン ド シ ッ プ

コレクション サウザンド・サニー号 フライングモデル 

※2019 年７月発売予定 ※発売元 株式会社 BANDAI SPIRITS 

⑤  Portrait.Of.Pirates ワンピース “SA MAXIMUM”モンキー・D・ルフィ “ギア 4”スネイクマン 

    ※2019 年 8 月発売予定 ※発売元 株式会社メガハウス 

⑥  ワンピース オールフィルムファイルコレクション 14 種セット 

    ※2019 年 8 月上旬発売予定 ※発売元 株式会社バンダイ 

⑦  Chibi ぬいぐるみ 5 種セット 

(1)ルフィ (2)ゾロ (3)サンジ (4)エース (5)ロー 

    ※2019 年 6 月発売中 ※発売元 株式会社バンダイ 

⑧  ONE PIECE STAMPEDE スイング 6 種セット 

     ※(1)ルフィ (2)ゾロ (3)サンジ (4)ナミ (5)ロー (6)サボ  

    ※2019 年 8 月 2 週発売予定 ※発売元 株式会社バンダイ 

⑨  ワンピース ADVERGE MOTION-STAMPEDE- 8 種セット 

※(1)ルフィ (2)ゾロ (3)チョッパー (4)ロー (5)ハンコック (6)スモーカー (7)サボ (8)クロコダイル 

    ※2019 年 8 月 12 日発売予定 ※発売元株式会社バンダイ 

⑩  つながり連結アクリルキーホルダー 12 種セット 

※(1)ルフィ (2)ゾロ (3)ナミ (4)ウソップ (5)サンジ (6)チョッパー (7)ロビン (8)フランキー (9)ブルック (10)ロー (11)ドフラミンゴ (12)サボ  

    ※2019 年 8 月発売予定 ※発売元 株式会社プレックス 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ ⑧ ⑩ ⑨ 

https://bandainamco-am.co.jp/event/onepiece-movie/


 

4：キャンペーンツイートをリツイートしてゲーム内アイテムを GET！ 

バンダイナムコアミューズメント公式 Twitter アカウント(@bnam_jp)をフォローして、 

指定のツイート（7 月 26 日（金）正午予定）をリツイートすると、リツイート数に応じて App Store/Google Play 向けスマート

フォンアプリ「ONE PIECE トレジャークルーズ」・「ONE PIECE バウンティラッシュ」・「ONE PIECE サウザンドストーム」、

「mobage」向けソーシャルゲーム「ONE PIECE グランドコレクション」のゲーム内アイテムをプレゼントいたします。 

 5,656（ゴムゴム）リツイートを達成すると、2 段階目のミッションが登場予定です。 

 

■1 段階目 

・1,000RT：ONE PIECE グランドコレクション    自分専用みかん 100 個 

・2,000RT：ONE PIECE バウンティラッシュ    虹のダイヤ 5 個 

・3,000RT：ONE PIECE サウザンドストーム    虹のコイン 5 個 

・5,656(ゴムゴム)RT：ONE PIECE トレジャークルーズ   虹の宝石 5 個 

 

詳細は、キャンペーン特設サイトをご覧ください。 

キャンペーン特設サイト URL：https://bandainamco-am.co.jp/event/onepiece-movie/ 

 

ONE PIECE グランドコレクション URL：https://www.bandaigames.channel.or.jp/list/one_main/grandcollection/ 

ONE PIECE バウンティラッシュ  URL：https://opbr.bn-ent.net/ 

ONE PIECE サウザンドストーム URL：https://onepiece-ts.bn-ent.net/ 

ONE PIECE トレジャークルーズ URL：https://www.bandaigames.channel.or.jp/list/one_main/tc/ 

 

タイアップ映画情報 

劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』 

■公開日：2019 年 8 月 9 日（金） 

・公式サイト：https://www.onepiece-movie.jp/ 

・公式 Twitter アカウント：https://twitter.com/OP_STAMPEDE (@OP_STAMPEDE)  

 

海賊の、海賊による、海賊のための、世界一の祭典、海賊万博。 

「祭り屋」と呼ばれる万博の主催者ブエナ・フェスタからの招待状を手にしたルフィたち麦わらの一味。導かれるまま会場に着くと、華やかなパビリオンが所狭しと並び、世

界中から海賊たちが群がる、大きな盛り上がりをみせていた。 

そこには勢揃いした“最悪の世代”キッドやベッジ、ホーキンスにボニー、さらにはバルトロメオ、キャベンディッシュの姿も！ 

全員の目的はただ一つ、万博の目玉「海賊王(ロジャー)」の遺した宝探し」。宝を手に入れ名を上げたい海賊たちによるお宝争奪戦の火蓋が切られた！ 

しかし、海賊たちが熱狂する万博の裏では、別名「最悪の戦争仕掛け人」フェスタの凶行が張り巡らされ、海賊たちを一網打尽にしようとするスモーカーたちによる海軍

の潜入捜査までもが動き始めていた―――。 

時代の覇権を左右するお宝争奪戦が熱を帯びる中、突如、元ロジャー海賊団「“鬼”の跡目」と呼ばれた男ダグラス・バレットが乱入。ルフィたちの前に恐るべき脅威と

なって立ちはだかる！ 

事態の収束を諮る海軍は大将“藤虎”イッショウ、“黄猿”ボルサリーノ、さらには王下七武海“海賊女帝”ハンコック、”世界最強の剣士“ミホークをも招集し、狂乱する

海賊と激突！加速する戦乱にはさらに”元王下七武海“クロコダイル、”革命軍参謀総長“サボ、”CP－0“ロブ・ルッチまでもが其々の目的のため姿を現した！ 

お宝争奪戦と海賊万博は予測不能の大混乱へと陥って行く‼ 
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©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

※ニュー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。 
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