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AAA(トリプル・エー)ドームツアーを記念して全国のナムコでキャンペーンを開催!! 
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2021年11月25日(木)より開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社バンダイナムコアミューズメントが全国で運営するアミューズメント施設「namco」は、『AAA DOME TOUR 15th 

ANNIVERSARY -thanx AAA lot-』開催を記念して、”AAA×ナムコ -thanx AAA lot- CAMPAIGN”を2021年11月25日

(木)～12月26日(日)まで開催します。 

本キャンペーンでは、ナムコでしか手に入らない限定景品がクレーンゲーム機に登場します。また、期間中対象のクレーンゲーム機

に500円投入で、「オリジナルクリアカード」(全12種)や「オリジナルミニアートパネル」(全5種)、「オリジナルクリアショッパー(全1種)」の

いずれか１つをプレゼントします。 

さらに、北海道・東京・愛知・大阪・福岡の全国5都道府県では、本キャンペーンの特別な装飾を施した「フラッグシップ店舗」を展

開します。 「フラッグシップ店舗」では5店舗限定の「オリジナル景品」の他、「クリアショッパー 限定ver.(全5種)」がもらえる特別企

画を実施します。 

 

【詳細は次ページをご覧ください】 

 

【キャンペーンサイト URL】 https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/aaa2021/ 

【バンダイナムコアミューズメント公式 Twitter】@bnam_jp https://twitter.com/bnam_jp 

 

©avex management 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。※価格は税込みです。 

※当社施設では各種の新型コロナウイルス感染症対策を行っています。 

詳しくは当社ホームページ(https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html )をご覧ください。 

▲AAA×ナムコ -thanx AAA lot- CAMPAIGN 

 

https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/aaa2021/
https://twitter.com/bnam_jp
https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html


 

 

■AAA(トリプル・エー)のナムコ限定アミューズメント景品が登場‼ 

 

 

 

 

【景品情報】  

 2021年11月25日(木)登場予定 

① え～パンダ BIGぬいぐるみ  

-15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot- / 全5種 

サイズ:高さ約28cm 

上段左から：紫、青 

下段左から：オレンジ、黄色、ピンク 

 

お座りポーズがキュート！ツアービジュアルのメンバー衣装をイメージした

BIG サイズのぬいぐるみです。 

 2021年11月25日(木)登場予定 

② え～パンダ マスコット 

-15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot- / 全5種 

サイズ:高さ約13cm 

上段左から：紫、青 

下段左から：オレンジ、黄色、ピンク 

 

持ち運びできる！ツアービジュアルのメンバー衣装をイメージした 

マスコットサイズのぬいぐるみです。 

 2021年12月3日(金)登場予定 

③ AAA THEATER ブランケット / 全5種 

 

サイズ:約90cm×約70cm 

上段：宇野実彩子 

下段左から：西島隆弘、日高光啓、與真司郎、末吉秀太 

 

3D メガネをかけたメンバーイラストを使用した 

大きめサイズのブランケットです。 

 2021年12月3日(金)登場予定 

④ AAA THEATER ポーチ / 全5種 

 

サイズ:約17cm×約7cm×約8cm 

上段左から：宇野実彩子、與真司郎 

下段左から：西島隆弘、日高光啓、末吉秀太 

 

メイク用品や普段持ち歩いている小物を入れるのにぴったり！ 

3D メガネをかけたメンバーイラストを使用したポーチです。 

©avex management 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。 

※写真は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。※景品・ノベルティは無くなり次第終了です。 

AAA×ナムコ -thanx AAA lot- CAMPAIGN 添付資料(1/5) 

AAA(トリプル・エー)のナムコ限定アミューズメント景品が、キャンペーン期間中にクレーンゲーム機に登場します。『AAA DOME 

TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot-』ツアービジュアルのメンバー衣装をイメージしたぬいぐるみやマスコット、3Dメ

ガネをかけたメンバーイラストのブランケットやポーチは、ナムコでしか獲得することのできない限定景品です。 



 

 

AAA×ナムコ -thanx AAA lot- CAMPAIGN 添付資料(2/5) 

■500 円投入でメンバービジュアルを使用した「オリジナルノベルティ」をプレゼント!! 

キャンペーン期間中、対象のクレーンゲーム機に500円を投入していただくと、『AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -

thanx AAA lot-』ツアービジュアルを使用したナムコ限定の「オリジナルノベルティ」をランダムで1つプレゼントします。 

 

【ノベルティ情報】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©avex management 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。 

※写真は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。※景品・ノベルティは無くなり次第終了です。 

 ▼第1弾 【11月25日(木)～なくなり次第終了】 オリジナルクリアカード(全12種/ランダム配布) サイズ：H90mm×W63mm 

 

▼第3弾 【12月10日(金)～なくなり次第終了】 オリジナルクリアショッパー(全1種) サイズ：H420mm×W250mm 

 ▼第2弾 【12月3日(金)～なくなり次第終了】 オリジナルミニアートパネル(全5種/ランダム配布) サイズ：H135mm×W120mm  

通常 ver.  

 

ホログラム ver.  

 



 

 

AAA×ナムコ -thanx AAA lot- CAMPAIGN 添付資料(3/5) 

■北海道・東京・愛知・大阪・福岡の全国 5 店舗でドームツアー特別連動企画を展開!! 

北海道・東京・愛知・大阪・福岡の全国5都道府県で、本キャンペーンの特別な装飾を施した「フラッグシップ店舗」を期間限定で

展開します。 フラッグシップ店舗では、5店舗でしか獲得することができない限定のアミューズメント景品「え～パンダ プルオーバーフー

ディーマスコット」が登場します。さらに、対象のクレーンゲーム機に500円を投入していただくと、『AAA DOME TOUR 15th 

ANNIVERSARY -thanx AAA lot-』ツアービジュアルを使用したナムコ限定の「クリアショッパー 限定ver.(全5種)」をランダムで1つ

プレゼントします。どちらも「フラッグシップ店舗」限定の特別企画ですので、ライブにあわせてぜひお近くのナムコ店舗に足を運びください。 

 

【ドームツアー特別連動企画その①】  

5店舗限定！アミューズメント景品「え～パンダ プルオーバーフーディーマスコット」が期間限定で登場します。『AAA DOME TOUR 

15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot-』ツアーグッズの「プルオーバーフーディー」をまとった特別なデザインです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ドームツアー特別連動企画その②】  

5 店舗限定！対象のクレーンゲーム機に 500 円を投入していただくと、『AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx 

AAA lot-』ツアービジュアルを使用したナムコ限定の「クリアショッパー 限定 ver.(全 5 種)」をランダムで 1 つプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ドームツアー特別連動企画その③】  

5 店舗限定！北海道・東京・愛知・大阪・福岡・の全国 5 か所に、期間限定でメンバービジュアルなどの特別な装飾を施した、 

「フラッグシップ店舗」を展開します。ライブ映像の鑑賞やメンバーパネルの撮影をお楽しみください。 

 

©avex management 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。 

※写真は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。※景品・ノベルティは無くなり次第終了です。 

▲「え～パンダ プルオーバーフーディーマスコット(全 5 種)」 約 13 ㎝ 

▲「クリアショッパー 限定 ver.(全 5 種)」 H420mm×W250mm 



 

 

【フラッグシップ店舗と開催期間情報】 

①大阪：namco HEP FIVE店 

【実施期間】11月25日(木)～11月29日(月) 

【住所】〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 8階 

②愛知：namcoイオンモールナゴヤドーム前店 

【実施期間】12月3日(金)～12月6日(月) 

【住所】〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3 イオンモールナゴヤドーム前 3F 

③東京：namcoプライズストリート店 

【実施期間】12月10日(金)～12月14日(火) 

【住所】〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ・ワールドインポートマートビル 3階 

④福岡：namcoマークイズ福岡ももち店 

【実施期間】12月16日(木)～12月20日(月) 

【住所】〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1 MARK IS 福岡ももち 3F・4F 

⑤北海道：namco札幌エスタ店 

【実施期間】12月24日(金)～12月26日(日) 

【住所】〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2-1-1 札幌エスタ 9F 

 

■Twitter プレゼントキャンペーン!! 

 バンダイナムコアミューズメント公式Twitterをフォローし、指定の方法でツイートを引用リツイートした方の中から抽選で5名様に「ナム

コ限定景品＆ノベルティ全種セット」が当たる、プレゼントキャンペーンを11月11日(木)よりスタートします。 

 

《実施期間》 

2021年11月11日(木)から2021年11月24日(水)23:59まで 

《応募方法》 

① 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 

② ハッシュタグ「#AAAナムコキャンペーン」をつけて、対象のツイートを引用リツイート 

《当選者数》 

合計5名様 

《プレゼント》 

ナムコ限定景品＆ノベルティ全種セット 

●え～パンダ BIG ぬいぐるみ～15th ANNIVERSARY thanx  AAA lot～ 5 種セット 

●え～パンダ マスコット～15th ANNIVERSARY thanx  AAA lot～ 5 種セット 

●え～パンダ マスコット～プルオーバーフーディー～ 5 種セット 

●AAA THEATER ブランケット  5 種セット 

●AAA THEATER ポーチ 5 種セット 

●オリジナルクリアカード   12 種セット 

●オリジナルミニアートパネル   5 種セット 

●オリジナルクリアショッパー    6 種セット 

 

©avex management 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。 

※写真は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。※景品・ノベルティは無くなり次第終了です。 

AAA×ナムコ -thanx AAA lot- CAMPAIGN 添付資料(4/5) 

▲ナムコ限定景品＆ノベルティ全種セット 

https://twitter.com/bnam_jp


 

 

■ネットクレーンモール「とるモ」限定プレゼントキャンペーン!! 

ネットクレーンモール「とるモ」では、「オリジナルクリアショッパー 限定ver.(全5種)」が抽選で100名様に当たるキャンペーンを実施し

ます。とるモで対象商品を3回プレイすると、自動で応募が完了します。(獲得の有無は問いません。)  

「オリジナルクリアショッパー 限定ver.(全5種)」は、『AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot-』ツアービ

ジュアルを使用した「フラッグシップ店舗」と本キャンペーンでしか手に入らない限定品です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■フラッグシップ店舗限定のアミューズメント景品が「とるモ」に登場!! 

フラッグシップ店舗限定のアミューズメント景品「え～パンダ プルオーバーフーディーマスコット」は2021年12月下旬よりネットクレー

ンモール「とるモ」でも展開いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©avex management 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。 

※写真は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。※景品・ノベルティは無くなり次第終了です。 

AAA×ナムコ -thanx AAA lot- CAMPAIGN 添付資料(5/5) 

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します。 

 

▼｢とるモ｣ WEB ページ 

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/AAA_W 

▼｢とるモ｣ iOS アプリページ 

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/AAA_i 

▼｢とるモ｣ GooglePlay アプリページ 

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/AAA_A 

▼｢とるモ｣ 公式 Twitter アカウント：@torumo_jp 

https://twitter.com/torumo_jp 
PAC-MAN ™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

▲オリジナルクリアショッパー 限定 ver.(全 5 種) サイズ：約 H420mm×W250mm 

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/AAA_W
https://s.torumo.namco.co.jp/sh/AAA_i
https://s.torumo.namco.co.jp/sh/AAA_A
https://twitter.com/torumo_jp

