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新しい遊びの形を提案！新プロジェクト始動！ 

『namco×KIS-MY-FT2 PROJECT Where’s KIS-MY-FT2 ? キャンペーン』 
2015 年 12 月 26日(土)スタート 

 

株式会社ナムコ（本社：東京都港区/社長：萩原仁）は、若い女性を中心に高い人気を誇るアイドルグループ

「KIS-MY-FT2(キスマイフットツー)」とのコラボレーションプロジェクトを始動し、2015 年 12 月 26 日（土）よ

り年間を通してバンダイナムコグループのアミューズメント施設と連動した新しい遊びの取り組みを展開します。 
- 

その第一弾として、広告の枠に収まらない“遊び”の要素を盛り込んだ『namco×KIS-MY-FT2 PROJECT Where’

s KIS-MY-FT2？キャンペーン』を、12 月 26 日（土）から 3 月 31 日（木）まで、全国約 200 店舗のナムコのアミ

ューズメント施設で実施します。また、ナンジャタウン(東京・池袋)、浅草花やしきでも同キャンペーンを実施予

定です(開催期間を含む詳細情報は同キャンペーン特設サイトに後日掲載予定です)。 
 

■『namco×KIS-MY-FT2 PROJECT Where’s KIS-MY-FT2？キャンペーン』

とは？ 

 バンダイナムコグループのアミューズメント施設がお届けする様々な“遊び”を

もっと多くの方々に体験していただきたい。そんな想いから namco×

KIS-MY-FT2 PROJECT は始まりました。女性を中心とする普段アミューズ

メント施設に足を踏み入れることのなかったお客様に“楽しい”“思い出に

残る”体験をしていただくためには何ができるか。現在人気急上昇中であ

りながら、チャレンジ精神旺盛で、親しみやすいキャラクターの

「KIS-MY-FT2」とナムコが取り組む新しい“遊び”へのチャレンジです。 

それを具現させるキャンペーンとして展開するのが 『 namco×

KIS-MY-FT2 PROJECT Where’s KIS-MY-FT2？キャンペーン』です。 
 

過密な毎日から逃避した「KIS-MY-FT2」のメンバー。逃

げる先はナムコ・・・？ 

街中、WEB、テレビなどで逃げるメンバーをあなたは探

し出すことができるだろうか。  

2015 年 12 月 28 日（月）から関東主要都市などの街

中に出現する大型パネルや TV-CM、特設 WEB サイトで

「KIS-MY-FT2」のメンバーを見つけ出そう！ 
 

このキャンペーンに関して「KIS-MY-FT2」のメンバー

北山宏光さんは「今回ナムコのアミューズメント施設に

僕らが参加できること、とても嬉しく思っています。7

人で遊びに行きたいとおもいます。僕らと一緒にドキド

キ、ワクワクを楽しみましょう。」とコメントしています。

また、宮田俊哉さんからは「僕は今でもゲームセンターに行ったりするので今回ナムコさんの企画に参加出来て凄

く嬉しいです。今回はアミューズメント施設にふさわしいポスターになってますので、僕たち 7 人を見つけてくれ

たら嬉しいです。メンバー同士でアミューズメント施設に行ったりする事もあるので、本物のキスマイが普通に遊

んでるかもしれないので、ポスターだけじゃなくて本物のキスマイも見つける事が出来るかもしれませんよ！！笑」

とコメントいただきました。     
 

※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。 
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『namco×KIS-MY-FT2 PROJECT Where’s KIS-MY-FT2？キャンペーン』概要/詳細 添付資料(1/2) 
 

■『namco×KIS-MY-FT2 PROJECT Where’s KIS-MY-FT2？キャンペーン』概要 

 

Ⅰ.総勢 5,331 名様に当たる！『namco×KIS-MY-FT2 PROJECT Where’s KIS-MY-FT2？キャンペーン』 

オリジナルグッズプレゼント！ 

キャペーン実施店約 200 店舗の対象ゲーム機で遊べる応募券付きゲームチケットを購入し、チケットについ

ている応募券を集めて応募用ポストカードで応募すると、同キャンペーンビジュアルで「KIS-MY-FT2」のメ

ンバーが身に着けていたものと同じデザインのニットキャップ（全 3 種）や、オリジナル缶バッジが抽選で合

計 5,331 名様に当たります。 

 

Ⅱ.もれなく当たる！『namco×KIS-MY-FT2 PROJECT Where’s KIS-MY-FT2？キャンペーン』 

オリジナル壁紙データプレゼント！ 

期間中、ナムコホームページ内の『namco×KIS-MY-FT2 PROJECT Where’s KIS-MY-FT2？キャンペーン』特設

サイト（PC/モバイル）から“ナムコポイントアプリ”（無料）をダウンロードしていただいた方全員に『namco

×KIS-MY-FT2 PROJECT Where’s KIS-MY-FT2？キャンペーン』オリジナル壁紙データ「Where’s ver.」をプレゼ

ントします。さらにナムコのお店で入手できるパスワードを入力していただいた方には、ナムコオリジナル壁

紙データ「Thanks!! ver.」をプレゼントします。サービス開始日は同キャンペーン特設サイトにてお知らせいた

します。 

 

■『namco×KIS-MY-FT2 PROJECT Where’s KIS-MY-FT2？キャンペーン』オリジナルグッズプレゼント詳細 
 

1.本キャンペーン用応募券付きゲームチケットの詳細に関して 

キャンペーン実施店約 200 店舗の対象ゲーム機で遊べる応募券付きゲームチケットを購入すると、チケット１セ

ットにつき 2 ポイントの応募ポイントが得られます。6 ポイント集めると『namco×KIS-MY-FT2 PROJECT Where’s 

KIS-MY-FT2？キャンペーン』オリジナルグッズプレゼントに応募可能です。 
 

『namco×KIS-MY-FT2 PROJECT Where’s KIS-MY-FT2？キャンペーン』応募券付きゲームチケットの販売内容 

〈商品名〉 『namco×KIS-MY-FT2 PROJECT Where’s KIS-MY-FT2？キャンペーン』応募券付きゲームチケット 

〈販売期間〉2015 年 12 月 26 日（土）～3 月 31 日（木） 

〈販売場所〉全国のナムコの店舗 

〈商品内容〉全国のナムコの店舗で使用できるオリジナルデザインのゲーム体験チケット 500 円分×2 枚 

〈料金〉  1,000 円 

※ナンジャタウンと花やしきは本ゲームチケットのご利用対象外です。 

 

2.本キャンペーンオリジナルグッズプレゼント内容 

チケット１セットにつき 2 ポイント付いているキャンペーン応募券を 6 ポイ

ント集めて応募用ポストカードで応募すると、同キャンペーンビジュアルで

「KIS-MY-FT2」のメンバーが身に着けていたものと同じデザインのオリジナル

ニットキャップを抽選で 2,331 名様に、オリジナル缶バッジが抽選で 3,000 名

様に当たります。 
 

〈Where’s 賞〉『namco×KIS-MY-FT2 PROJECT Where’s KIS-MY-FT2？キャンペーン』 

オリジナルニットキャップ（シリアル No.付） 

〈当選者数〉 （全 3 種）黒×777 名、赤×777 名、白×777 名 合計 2,331 名 

 

〈Thanks!!賞〉『namco×KIS-MY-FT2 PROJECT Where’s KIS-MY-FT2？キャンペーン』 

オリジナル缶バッジ 

〈当選者数〉 （全 1 種）3,000 名 

 

【注意事項】 

・未成年の方はご応募にあたり保護者の方の同意が必要です。 

・当選の権利は応募したご本人のものになります。第三者への譲渡・換金は出来ません。 

・当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

・ご応募に際し、ご希望の賞品の種類をお選びいただけます。当選後の変更は出来かねますのでご了承ください。 

・ご応募は応募用ポストカードまたは官製ハガキにて受付けます。 

 

 

※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。 ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 

オリジナル 

ニットキャップ 



『namco×KIS-MY-FT2 PROJECT Where’s KIS-MY-FT2？キャンペーン』詳細 添付資料(2/2) 

 

■ナムコ公式ＨＰ内『ｎａｍｃｏ×ＫＩＳ-ＭＹ-ＦＴ2 ＰＲＯＪＥＣＴ Ｗｈｅｒｅ’ｓ ＫＩＳ-ＭＹ-ＦＴ2？キャンペーン』特設サイト URL 

（PC/モバイル）〈http://www.namco.co.jp/event/kismyft2/〉 
※キャンペーン対象店舗や最新情報はこちらでご案内しております。 

 

■キャンペーン特設 Twitter namco×KIS-MY-FT2CP 公式〈＠namco_CP〉 

※上記特設サイトによる最新情報はこちらでもご案内いたします。 

 

■ナムコポイントアプリについて 

ナムコポイントアプリ（無料）はナムコ直営アミューズメント施設へのご来店などでポイント

が貯められ、お店で使えるクーポンへの交換など、ナムコが提供する各種サービスをご利用いた

だけるアプリです。 

※ｉOS 対応版（App Store）は近日公開予定です。※通信料はお客様のご負担となります。 
 

ダウンロード URL<http://www.namco.co.jp/app_dl/> 

 

■ＴＶ-ＣＭについて 

第一弾キャンペーン CM では『Where’s KIS-MY-FT2？』をテーマに、街中に逃亡した「KIS-MY-FT2」メンバー

を見つけ出そうというストーリー。駅前を行き交う人々。そこに貼られた雑踏のポスター。「この中に KIS-MY-FT2

がいます。」――何かに追われるように走ってくる 7 人。『Where’s KIS-MY-FT2？』と指名手配されたメンバーがカ

メラの前で立ち止まり、走り去る先は果たして・・・。謎に満ちたストーリーとは対照的なポップでキャッチーな

音楽、スタイリッシュな映像を通してキャンペーンへの探究心をかきたてます。 

 

■撮影エピソード  

和やかムードでビシッと決める「KIS-MY-FT2」らしさ 

メンバーが何かに追われるように走り込んできて、カメラの前で立ち止まり、帽子をかぶって決めポーズをとり、

全員でタイミングをとりながらまた走り去るというシーン。シリアスな雰囲気でスタジオにも緊張が走ります。 

リハーサルでは横尾さんが一人フライング気味に走り去りそうになるも何とか踏みとどまった様子に、カットの

声がかかるまで必死に笑いをこらえるメンバー。プレイバックをチェックしながら、現場には大きな笑いが起き、

一気に緊張がとけて和やかムードに包まれました。実はこのシーン、全員がバランスよくタイミングをとるのがと

ても難しく、事前に挑戦したスタッフも「これキツイ～」と言っていたほど。監督から「もうワンテンポ早く」な

どの指示を受けながらも、メンバーは息一つ切らさず、クールな表情でビシッと決めてみせました。 

 

かっこよさと可愛らしさのギャップに釘付け！ 

 メンバー全員でのスチール撮影時には、指名手配の『Where’s ver.』では「悪そうな笑顔で！」という監督から

の指示に応えて「ニヤッ」とするメンバーの完璧な姿が収められました。『Thanks!! ver.』の「見つけてくれてあり

がとう」という気持ちのこもったやさしい笑顔とのギャップに、現場スタッフから絶賛の声があがっていたほど。

メンバーそれぞれの帽子の被り方にも注目です。 

 

サービス精神あふれるカットが満載 

 雑踏に紛れ込んだメンバーの個別撮影時には、「楽しく、かわいく、おちゃらけありで」という指示のもと、メン

バーはアドリブで自由にポージング。動きに制限のあるシチュエーションでは、それを感じさせないほどバリエー

ション豊かな表情をみせる北山さん。千賀さんが大開脚しながらころころ変えていく表情には、監督から「最高だ

よ」の声。藤ヶ谷さんにリクエストされたウインクのあまりの上手さにはスタジオ中が釘付けとなりました。横尾

さん、宮田さん、二階堂さん、千賀さんの全力投球のポージングと表情に、終始笑い声が絶えない撮影となりまし

た。 

 

 

 

 

 

 
※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。 

【KIS-MY-FT2（キスマイフットツー）】 

北山 宏光 （きたやま ひろみつ）    横尾 渉  （よこお わたる） 

藤ヶ谷 太輔（ふじがや たいすけ）    宮田 俊哉 （みやた としや） 

玉森 裕太 （たまもり ゆうた）     二階堂 高嗣（にかいどう たかし） 

千賀 健永 （せんが けんと） 

http://www.namco.co.jp/event/kismyft2/
http://www.namco.co.jp/app_dl/

