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ゴシックホラーな衣装をまとったサンリオキャラクターズのナムコ限定景品が登場！
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ナムコ de ハロウィン 2019~Spooky night~開催！
株式会社バンダイナムコアミューズメントは、ナムコ限定のサンリオキャラクターズの景品が登場するキャンペーン「ナムコ de ハロウィン
2019~Spooky night~」を 2019 年 9 月 6 日(金)より、全国約 215 店舗の「namco」直営アミューズメント施設とネットク
レーンモール「とるモ」で開催します。

▲描き下ろしデザインイメージ

本キャンペーンでは、ゴシックホラーな衣装を身にまとった株式会社サンリオのキャラクターであるハローキティ、マイメロディ、ポチャッコ、
ポムポムプリン、シナモロール、クロミの描き下ろしデザインを使用したナムコ限定景品が登場します。また、ナムコアプリのリンク機能※1
を使用してキャンペーン対象機に 500 円を投入すると、ナムコ限定ショッパー(ショッピングバッグ)をプレゼントします。
※1 リンク機能…ナムコポイントアプリから指定のクーポンを選択し、対象のゲーム機の 2 次元コードを読み込むとアプリとゲーム機がリンクされます。
プレゼント引き換えに必要な金額をゲーム機に投入すると引き換えクーポンをお渡しします。

【特設ページ URL】https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/halloween2019.html
【詳細は次ページをご覧ください】

※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。
※景品、ショッパーは無くなり次第終了となります。
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■ナムコ限定サンリオキャラクターズ景品が登場！
ナムコ限定のサンリオキャラクターズの景品である「Spooky night BIG ぬいぐるみ」(全 3 種)、「Spooky night ぬいぐるみ-紳
士-」(全 3 種)、「Spooky night ぬいぐるみ-淑女-」(全 3 種)、「Spooky night ポーチ」(全 3 種)、「Spooky night お菓
子トランク」(全 1 種)が 9 月 6 日(金)より、「Spooky night マスコット」(全 3 種)、「とっても大きなぬいぐるみ レインボーキャンディ」
(全 1 種)が 9 月 20 日(金)より全国約 215 店舗の「namco」直営アミューズメント施設とネットクレーンモール「とるモ」に順次登場
します。
本景品は、「スプーキー･ナイト」※2 をテーマとし、ゴシックホラーな衣装を身にまとった株式会社サンリオのキャラクターであるハローキ
ティ、マイメロディ、ポチャッコ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミの描き下ろしデザインを使用しております。
※2 スプーキー・ナイト…本キャンペーンでのスプーキー・ナイトとは、お化けが出そうな不気味な夜のこと。

【景品情報】
《第 1 弾／2019 年 9 月 6 日(金)より順次登場》
ゴシックホラーな衣装を身にまとったハローキティ・マイメロディ・ポチャッコ・ポム
ポムプリン・シナモロール・クロミの描き下ろしデザインを使用した、“ちょっぴり
不気味でとってもかわいい“ぬいぐるみやポーチ、お菓子トランクが登場です！

(１)「Spooky night BIG ぬいぐるみ」(全 3 種)
・マイメロディ

サイズ：約 26cm

・シナモロール

サイズ：約 23cm

・クロミ

サイズ：約 26cm(耳含めて 31cm)

ぎゅっと抱きしめるのにちょうどいいサイズのぬいぐるみです。
(2)「Spooky night ぬいぐるみ-紳士-」(全 3 種)
・ポチャッコ

サイズ：約 15cm(帽子含めて 18cm)

・シナモロール

サイズ：約 14cm

・ポムポムプリン

サイズ：約 15cm(帽子含めて 18cm)

描き下ろしデザインより男の子組がアソートされた、てのひらサイズのキュートなぬいぐるみです。
(３)「Spooky night ぬいぐるみ-淑女-」(全 3 種)
・マイメロディ

サイズ：約 16cm

・ハローキティ

サイズ：約 16cm(耳含めて 17cm)

・クロミ

サイズ：約 16cm(耳含めて 19cm)

描き下ろしデザインより女の子組がアソートされた、てのひらサイズのキュートなぬいぐるみです。
(４)「Spooky night ポーチ」(全 3 種)
・集合

サイズ：約 H12×W17×D5cm

・マイメロディ＆クロミ

サイズ：約 H12×W17×D5cm

・額縁総柄

サイズ：約 H12×W17×D5cm

ファスナー部分にはリボンのワンポイントチャームが付いておりとってもキュート！
ちょっとしたお菓子入れやコスメの持ち歩きにおすすめです。
(５)「Spooky night お菓子トランク」(全 1 種)
サイズ：約 H15×W20×D8.5cm
中にコーンポタージュ味のスナック菓子が入ったかわいいトランクです。
お菓子を食べ終わった後は小物入れにも！

※ネットクレーンモール「とるモ」は、本物のクレーンゲーム機を、お手持ちのパソコンやスマートフォンでプレイして、獲得した商品をご自宅にお届けするサービスです。
※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。
※画像はイメージです。※景品、ショッパーは無くなり次第終了となります。
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《第 2 弾／2019 年 9 月 20 日(金)より順次登場》
描き下ろしデザインのマイメロディ・クロミが持っているぬいぐるみモチーフのマスコットや、
ハロウィンでもらえるキャンディのようにポップでキュートなシナモロールの大きなぬいぐるみ
が登場します。

(６)「Spooky night マスコット」(全 3 種)
・マイメロディ

サイズ：約 9cm(耳含めて 12.5cm)

・シナモロール

サイズ：約 7.5cm

・クロミ

サイズ：約 9cm(耳含めて 12 ㎝)

ボタンでできた瞳がちょっぴり不気味でかわいいマスコット。描き下ろしデザインのマイメロディ・クロ
ミのように「Spooky night BIG ぬいぐるみ」に持たせてあげるととってもキュート！
(７)「とっても大きなぬいぐるみ レインボーキャンディ」(全 1 種)
・シナモロール

サイズ：約 37cm

ゴシックホラーな雰囲気から一転、まるで「trick or treat!」の合言葉でもらえるキャンディみた
いにポップでキュートなお菓子モチーフのシナモロールがとっても可愛い大きなぬいぐるみです。

■ナムコ限定ショッパーをプレゼント！
2019 年 9 月 20 日(金)から 10 月 31 日(木)まで、対象店舗約 215 店舗でナムコアプリのリンク機能を使用しキャンペーン対
象機に 500 円を投入すると、ナムコ限定ショッパーをプレゼントします。(全 1 種)
対象店舗は、特設ページをご確認ください。
【特設ページ URL】https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/halloween2019.html

▲ナムコ限定ショッパー サイズ：約 H27×W32×D11cm（持ち手含まず）
※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。
※画像はイメージです。※景品、ショッパーは無くなり次第終了となります。※ショッパープレゼントは「とるモ」対象外です。
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【ナムコポイントアプリとは】
「namco」の店舗がお得で楽しくなる無料のポイントアプリです。「ナムコ店舗への来店」や「アプリ内クエストをクリア」することでポイント
を獲得することができ、獲得したポイントを「各種プレゼント」や「ゲームがお得に遊べるクーポン」等に交換することができます。

・ナムコポイントアプリダウンロード URL https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/

※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。
©1976, 1989,1996, 2001, 2005,2019 SANRIO CO., LTD.

