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バンダイナムコアミューズメント、大型カプセルトイ専門店を各地に展開
『ガシャポンのデパート』なんばパークス店 12 月 19 日(土)オープン
設置台数600面！子どもから大人まで楽しめる難波地区最大級のカプセルトイ専門店が誕生
株式会社バンダイナムコアミューズメントは、新業態のカプセルトイ専門店『ガシャポンのデパート』を、2 0 2 0 年 1 2 月 1 9 日 ( 土 )
に「namcoなんばパークス店」(大阪府大阪市)内へオープンします。『ガシャポンのデパート』は、2020年8月に横浜店・博多店をオー
プンして以来出店を拡大しており、当店は12店舗目のオープンとなります。今後もバンダイナムコアミューズメントが運営する施設内や
ショッピングモールなどへの展開を進めていきます。

▲なんばパークス店イメージ

『ガシャポンのデパート』は、バンダイナムコアミューズメントが企画・運営・プロデュースするカプセルトイ専門店で、日頃から新しい商品
を探しているカプセルトイファンの”ガシャポン活動(ガシャ活)を豊かにする”をコンセプトに、デパートと呼ぶにふさわしい難波地区最大級
の設置面数と商品構成、知識豊富なスタッフを通してカプセルトイの最新情報を発信し、話題の商品を提案します。

《 特長 》
１：地域最大級(※1)の設置面数！キャラクターから雑貨まで圧倒的な品揃えはもはや“デパート”！
２：カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイ公式「ガシャポンオフィシャルショップ」がショップインショップとして登場！
３：ポイントがたまる！使える！情報が届く！スマホの「ナムコポイントアプリ」で“ガシャ活”が楽しくなる！

【ガシャポンのデパート公式サイト】https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/
【詳細は次ページをご覧ください】
※1 当社調べ ※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。
※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。※画像はイメージです。

【お客さまお問い合わせ先】 https://bandainamco-am.force.com/FAQ/s/

【公式サイト】 https://bandainamco-am.co.jp
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1：地域最大級の設置面数！キャラクターから雑貨まで圧倒的な品揃えはもはや“デパート”！
バンダイの商品はもちろん、様々なブランドの商品が購入できる。※取り扱い商品例です。

ガシャポン 自動改札機(全 4 種)

鬼滅の刃 すわらせ隊 3(全 5 種)

森永製菓マスコットチャーム(全 5 種)

ガシャポンから自動改札機が登場！2 分割のパー

「鬼滅の刃 すわらせ隊」の第 3 弾！甘露寺蜜璃(

大人気のお菓子“森永製菓”シリーズが可愛いミニ

ツを組み立てると全長約 85mm の自動改札機が

かんろじ みつり)、伊黒小芭内(いぐろ おばない)、

完成。そして、付属の切符や IC カードが連動し、

宇髄天元(うずい てんげん)、不死川実弥(しなず

チュアマスコットになりました♪お菓子のパッケージとお

バーが可動します！左右のバー可動ラインアップを

がわ さねみ)、玄弥(げんや)の 5 人が登場！

集めて駅のシチュエーションを再現しよう！

価格：400 円/1 回(税込)

価格：500 円/1 回(税込)

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

©BANDAI

ディズニー ツイステッドワンダーランド
ピクウィズ vol.2(全 11 種)

miffy はぐこっとーと(全 4 種)

菓子の中身のミニチュアのセットでボリューム&可愛さ
満点♥ポーチやバッグにつけてたくさん集めよう！
価格：300 円/1 回(税込)
©MORINAGA & CO.,LTD.

たべっ子どうぶつケーブルフィギュア vol.2

「ディズニー ツイステッドワンダーランド」シリーズから

大人気シリーズ“はぐこっとーと”に miffy が登場！

大人気の「たべっ子どうぶつ」がケーブルフィギュアに

ピクウィズの第 2 弾が登場！1 弾に続き鏡モチーフ

約 30 ㎝×約 30 ㎝のたっぷり入るサイズで実用的

なりました。ケーブルに並べて取り付けよう！

のフレームで豪華２WAY 仕様!

なエコバッグとラバーマスコットのセット☆エコバッグを

価格：300 円/1 回(税込)

価格：300 円/1 回(税込)

ラバーマスコットで巻くとコンパクトに収納できるので

©Disney

©ギンビス

持ち歩きにも最適です♪
価格：500 円/1 回(税込)
Illustrations Dick Bruna © copyright
Mercis bv,1953-2020 www.miffy.com

バンドリ！セリフ付きカプセルアクリルクリップ２

神獣ベコたち改

学校のチャイム

「バンドリ！ガールズバンドパーティ！」から、セリフ付

大人気の神話の世界に転生したベコたちがオリジナ

学生時代、毎日のように聞いたあの懐かしのチャイ

きカプセルアクリルクリップ vol.2 が 12 月に登場！

ル限定カラーで登場!!

ムがカプセルトイで登場！チャイム音がフルで入って

種類数全 35 種！メンバーのセリフが楽しめる便利

価格：300 円/1 回(税込)

おり、音の長さはなんと 20 秒！種類によってチャイ

でかわいいクリップです！ぜひ GET してください♪
価格：300 円/1 回(税込)
©BanG Dream! Project
©Craft Egg Inc.
©bushiroad All Rights Reserved.

©(株)妄想工作所/Qualia

ム音が異なります。あなたの母校のチャイムに近い
音を探してみてください。
価格：400 円/1 回(税込)
©SO-TA

※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。 ※バンダイオフィシャルショップのロゴのついている商品は、バンダイの商品です。
※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。 ※画像はイメージです ※価格は全て税込みです。
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2：カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイ公式「ガシャポンオフィシャルショップ」がショップインショップとして登場
カプセルトイ市場でシェアナンバーワンのバンダイ公式の「ガシャポンオフィシャルショップ」が『ガシャポン
のデパート』に登場します。バンダイの最新の人気商品がいち早く入荷され、充実した商品ラインアップ
を提供します。ガシャポンオフィシャルショップ内のすべての商品は WEB ページから在庫の検索ができる
ので、お店を訪れる前に欲しい商品の販売状況を確認することができます。オフィシャルショップならでは
の商品展開や、ディスプレイ、イベントなどの情報発信を行っていきます。
■商品の販売状況はこちらからご確認下さい
ガシャどこ？PLUS https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php

※「ガシャポンオフィシャルショップ」の販売状況は店舗オープン以降にご確認いただけます。

3：ポイントがたまる！使える！情報が届く！スマホの「ナムコポイントアプリ」で“ガシャ活”が楽しくなる！
ナムコアプリからご来店時のチェックインや、空カプセル回収のご協力で、ポイントやスタンプをためて、プレゼント抽選の応募やクーポン券に使用する
ことができます。アプリでは商品の入荷状況や、在庫状況も確認できます。
・ナムコポイントアプリダウンロード URL：https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/
※カプセル回収でたまるスタンプは、一日の上限があります。

《ガシャポンのデパート新店舗オープン記念キャンペーン》
その１：Twitter フォロー&リツイートキャンペーン
“ガシャポンのデパート新店舗オープン記念”ガシャポンのデパート公式アカウントと、最寄りの店
舗、バンダイ ガシャポン アカウントをフォローし、キャンペーンツイートをリツイートすると、抽選で
合計 6 名様にご自宅でもガシャポンが楽しめる、「バンダイ公式ガシャポンマシン」などが当たりま
す！
その２：ナムコアプリプレゼント＆チェックインキャンペーン
“ガシャポンのデパート新店舗オープン記念”ナムコポイントアプリから、ポイントを使って応募する
と、抽選で合計 6 名様にご自宅でもガシャポンが楽しめる、「バンダイ公式ガシャポンマシン」
などが当たります！さらに店舗にご来店(チェックイン)いただくと、2000pt プレゼント！
《店舗における新型コロナウイルス感染症対策について》

ガシャポンのデパート各店ではお客さまと従業員の感染防止の観点から、次の取り組みを行っております。
・対人距離確保のため、従業員はお客さまと一定の間隔を取ってご案内いたしますことをご了承ください。
・従業員には就業前の健康チェックを義務付けるとともに、うがい、手洗い、消毒の励行、マスクの着用や咳エチケットの徹底など、各種感染対策を強化いたします。
・お客さまのご来場状況により入場制限をさせていただく場合がございます。
・当社施設における新型コロナウイルス感染防止の取り組みについて

https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html

《店舗情報》
《所在地》
《営業時間》
《規模》

ガシャポンのデパート なんばパークス店

大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 なんばパークス 6F namco なんばパークス店内
11：00～22：00
設置総数：600 面 施設面積：約 191.02 ㎡(約 57.79 坪)

※コロナウイルス感染拡大防止のため営業時間が異なる場合がございます。詳しくは、なんばパークス公式サイトをご確認ください。
http://www.nambaparks.com/
■全国展開中のガシャポンのデパート店舗リスト
・ガシャポンのデパート横浜ワールドポーターズ店

(8 月 1 日オープン)

設置総数 2,200 面

・ガシャポンのデパートキャナルシティ博多店

(8 月 8 日オープン)

設置総数 2,200 面

・ガシャポンのデパートゆめタウン久留米店

(10 月 2 日オープン)

設置総数

600 面

・ガシャポンのデパートららぽーと名古屋みなとアクルス店

(10 月 9 日オープン)

設置総数 1,000 面

・ガシャポンのデパートゆめタウン光の森店

(10 月 16 日オープン)

設置総数 1,000 面

・ガシャポンのデパート博多バスターミナル店

(10 月 30 日オープン)

設置総数

800 面

・ガシャポンのデパートららぽーと海老名店

(11 月 6 日オープン)

設置総数

900 面

・ガシャポンのデパートラゾーナ川崎店

(11 月 13 日オープン)

設置総数

700 面

・ガシャポンのデパート松戸店

(12 月 4 日オープン)

設置総数

580 面

・ガシャポンのデパートワンダーシティ南熊本店

(12 月 11 日オープン)

設置総数

620 面

・ガシャポンのデパート HEP FIVE 店

(12 月 18 日オープン)

設置総数 1,000 面

※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。
※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。

