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“KAWAII”キョンシー衣装をまとったサンリオキャラクターズがハロウィンパーティー！ 

『ナムコ de ハロウィン 2020 -キョンシーナイト！-』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

2020 -キョンシーナイト！-』を 2020 年 9 月 4 日(金)より、全国約 208 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、ビビッドなネオン管を背景に“KAWAII”キョンシー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。 

当キャンペーンでは、第 1 弾と第 2 弾でそれぞれデザインの違うナムコ限定のショッピングバッグをプレゼントします。第 1 弾ではナム

コアプリでキャンペーン開催店舗をフォローしていただいた方に、ナムコ限定の「クリアショッパー」をプレゼントします。さらに第 2 弾ではナ

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「ビジュアルショッパー」をプレゼントしま

す。どちらのショッパーも、描き下ろしデザインを使用しています。 

 

(※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、引き換えクーポンがもらえます。 

 

【特設ページ URL】 https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/halloween2020/ 

【ネットクレーンモール「とるモ」】 https://app.torumo.namco.co.jp/ 

【詳細は次ページをご覧ください】 

 

ⓒ 1976, 1989, 1996, 2001, 2005, 2020 SANRIO CO., LTD. 

※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、獲得した景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。 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。 ※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。 

https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/halloween2020/
https://app.torumo.namco.co.jp/


 

 

 

■ナムコ限定サンリオキャラクターズ景品が登場！  

ナムコ限定の本景品は「“KAWAII”キョンシー×ネオン管」をテーマとし、

キョンシーの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。第 1 弾が 9 月 4 日(金)より、第 2 弾が 9 月 18 日

(金)より全国約 208 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。 

 

 

【景品情報】 

《第１弾/2020 年 9 月 4 日(金)より順次登場》 

 “KAWAII”キョンシーの衣装を身にまとったマイメロディ・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、ぬいぐるみやお菓子が登場します。 

 

 

(1)「キョンシーナイト！BIG ぬいぐるみ」(全 3 種) 

・マイメロディ    サイズ：約 30cm 

・シナモロール    サイズ：約 25cm 

・クロミ            サイズ：約 30cm(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)「キョンシーナイト！ぬいぐるみ」(全 5 種) 

・マイメロディ    サイズ：約 17cm 

・ポチャッコ     サイズ：約 16cm 

・ポムポムプリン  サイズ：約 16.5cm 

・シナモロール   サイズ：約 14cm 

・クロミ       サイズ：約 17cm(耳含めて 18.5cm) 

てのひらサイズのキュートなぬいぐるみです。 

 

(3)「キョンシーナイト！マシュマロ入り 16 分の 1 斗缶」(全 1 種) 

サイズ：約 H4cm×W6.5cm×D6.5cm 

 

てのひらサイズの缶の中には、描き下ろしデザインがプリントされたマシュマロが入っています。 

食べ終わった後は小物入れにも！ 

 

(4)「キョンシーナイト！お菓子バケツ BOX」(全 1 種) 

サイズ：約 18.5cm  

 

お好み焼き味のスナック菓子が詰まった、描き下ろしデザインがとってもかわいいお菓子バーレル

です。 

 

ⓒ 1976, 1989, 1996, 2001, 2005, 2020 SANRIO CO., LTD. 

※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、獲得した景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。 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。 ※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。 

ナムコ de ハロウィン 2020 -キョンシーナイト！- 添付資料(1/4) 



 

 

《第 2 弾/2020 年 9 月 18 日(金)より順次登場》 

おおきなリボンがキュートなクロミの大きなぬいぐるみや、描き下ろしデザインをあしらったポーチ、ハート型ボタンの目がとってもかわいいマ

スコットが登場します。 

 

 

(5)「とっても大きな BIG ぬいぐるみクロミ」(全１種) 

約 33cm(耳含めて 46cm) 

 

ラベンダーカラーのリボンでおめかししたクロミがキュートな、とっても大きなぬいぐるみです。 

 

(6)「キョンシーナイト！窓付きビニールポーチ」(全 3 種) 

・集合            サイズ：約 H15×W20×D5cm 

・マイメロディ＆クロミ    サイズ：約 H15×W20×D5cm 

・総柄            サイズ：約 H15×W20×D5cm 

角度によって色味が変わるクリア素材がとってもおしゃれ！ 

メイク用品や普段持ち歩いている小物が楽々と入る、ちょっぴり大きめサイズです。 

 

(7)「キョンシーナイト！ハートボタンマスコット」(全 3 種) 

・マイメロディ    サイズ：約 8.5cm(耳含めて 12cm) 

・シナモロール    サイズ：約 7cm 

・クロミ            サイズ：約 8.5cm(耳含めて 10cm) 

ハート型ボタンの目がとってもかわいい小さめマスコットです。 

ポーチに付けるととってもおしゃれ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⓒ 1976, 1989, 1996, 2001, 2005, 2020 SANRIO CO., LTD. 

※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、獲得した景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。 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。 ※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。 

 

ナムコ de ハロウィン 2020 -キョンシーナイト！- 添付資料(2/4) 



 

 

■ナムコ限定オリジナルショッパーをプレゼント！ 

描き下ろしデザインを使用したナムコ限定オリジナルショッパーを、期間中に第 1 弾と第 2 弾に分けてプレゼント致します。 

第 1 弾では 2020 年 9 月 4 日(金)から 9 月 17 日(木)まで、ナムコポイントアプリで対象店舗をフォローしていただいた方に、ナムコ

限定の「クリアショッパー」(全 3 種)をプレゼントします。第 2 弾は 2020 年 9 月 18 日(金)から 11 月 1 日(日)までの期間、ナムコ

ポイントアプリのリンク機能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「ビジュアルショッパー」(全 1 種)をプレ

ゼントします。 

 

※ネットクレーンモール「とるモ」は、オリジナルショッパープレゼント対象外となります。 

 

▲第 1 弾ナムコ限定「クリアショッパー(全 3 種)」 

配布期間：2020 年 9 月 4 日(金)～9 月 17 日(木)  サイズ：約 33cm (持ち手含まず) 

 

 

▲第 2 弾ナムコ限定「ビジュアルショッパー(全 1 種)」 

配布期間：2020 年 9 月 18 日(金)～11 月 1 日(日)  サイズ：約 27cm (持ち手含まず) 

 

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/halloween2020/ 

 

 

ⓒ 1976, 1989, 1996, 2001, 2005, 2020 SANRIO CO., LTD. 

※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、獲得した景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。 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。 ※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。 

ナムコ de ハロウィン 2020 -キョンシーナイト！- 添付資料(3/4) 

https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/halloween2020/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⓒ 1976, 1989, 1996, 2001, 2005, 2020 SANRIO CO., LTD. 

※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。 ※画像はイメージです。 

ナムコ de ハロウィン 2020 -キョンシーナイト！- 添付資料(4/4) 

ナムコネットクレーンモール『とるモ』 とは 

『とるモ』 は、本物のクレーンゲーム機を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。実際のお店同様のゲームプレイをお楽みいただけます。 

 

◆『とるモ』 なら◆ 

24 時間いつでも、どこでも好きな時に遊べる！ 

時間内なら何度でもクレーンを上下左右に動かしたり、視点切替できるので商品が狙いやすい！ 

ゲームセンターに入荷する商品の他、ナムコでしか手に入らないオリジナル商品も続々登場。 

◆便利なアプリ版がオススメ◆ 

ダウンロード後、登録不要で今すぐ遊べる！ 

気になる商品をサクサク検索！「まもなく入荷」で商品の入荷情報をチェックしよう！ 

 

▼『とるモ』 PC ページ 

https://bit.ly/39YTbGW 

▼『とるモ』 iOS アプリページ 

https://bit.ly/2PhYrxH 

▼『とるモ』 GooglePlay アプリページ 

https://bit.ly/30Ub1IN 

▼『とるモ』 公式 Twitter アカウント：@torumo_jp 

https://twitter.com/torumo_jp 

PAC-MAN ™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

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』ダウンロードページ 

https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/ 

 

https://bit.ly/39YTbGW
https://bit.ly/2PhYrxH
https://bit.ly/30Ub1IN
https://twitter.com/torumo_jp
https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/

