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池袋の新名所！世界最大級の大型カプセルトイ専門店がドドーンと誕生！ 

『ガシャポンのデパート 池袋総本店』2月26日(金)オープン 

設置台数 3,000 面でギネス世界記録™に挑戦 
 

株式会社バンダイナムコアミューズメント(本社：東京都港区/社長：萩原仁）は、カプセルトイ専門店『ガシャポンのデパート』の

旗艦店となる池袋総本店を、2021年2月26日(金)にサンシャインシティ(東京・池袋)にオープンします。 

 

『ガシャポンのデパート』は、当社が企画・運営・プロデュースするカプセルトイ専門店です。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地域最大級の設置面数と商品構成、

知識豊富なスタッフ、アプリでのお得な体験などを通してカプセルトイの最新情報を発信しています。2020年8月に横浜店・博多店の

オープン以来出店を拡大しており、話題の商品を提案し続け、全国17店舗目の施設、旗艦店舗として池袋総本店がオープンします。 

“アート、カルチャーの国際都市”東京・池袋にふさわしく、日本を代表するトイカルチャーであるカプセルトイの情報を世界に向けて発

信する新たな名所として、観光でのご利用のほか学校帰りやショッピングの合間に気軽にお立ち寄りいただけ、写真撮影スポットやイン

タラクティブなエントランス演出など、ここでしか経験できない楽しい買い物体験を提供する施設を目指します。 
 

3,000面の設置数でギネス世界記録に挑戦！ 

3月18日(木)には「単一会場におけるカプセルトイ機の最多数」の 

認定を受けるべく、ギネス世界記録への挑戦を予定しています。 

(英語名: Most capsule toy vending machines at a single venue) 

 

 

 

 

 

 

【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。※価格は全て税込みです。 

 

 

 

 

 

 

 
 

【ガシャポンのデパート公式サイト】 https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/ 

《 特徴 》  

１：専門店として世界最大級(※１)の 3,000 面設置！キャラクターから雑貨まで世界最大級の圧倒的な品揃え！ 

２：最新マシンから懐かしの展示まで！ガシャポンのすべてがわかる、バンダイ公式「ガシャポンオフィシャルショップ」が登場！ 

３：池袋の新名所！総本店にしかないインタラクティブなエントランス演出やフォトスポットで思い出作り！ 

４：“ガシャ活”がもっと楽しくなる！提案型の売り場＆ポイントがたまる！使える！情報が届く！「ナムコポイントアプリ」 

▲池袋総本店 エントランス イメージ 

https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/


設置台数3,000面でギネス世界記録に挑戦！『ガシャポンのデパート 池袋総本店』オープン 添付資料(1/5) 

１：専門店として世界最大級の3,000面設置！キャラクターから雑貨まで圧倒的な世界最大級の品揃え！             

▼広さ約1,256㎡の広大なフロアに3,000面のガシャポンが並ぶ 『ガシャポンのデパート 池袋総本店』 全体イメージ 
 

 
 

２：最新マシンから懐かしの展示まで！ガシャポンのすべてがわかる、バンダイ公式「ガシャポンオフィシャルショップ」が登場！    
 

 
 

 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。最新ガシャポンコーナーには、キャッシュレス決済対応の「スマートガシャポン」や、これまでにな

い高級感あふれる商品展開が魅力の「プレミアムガシャポン」を設置します。 

池袋総本店ならではの展開として、懐かしのガシャポンマシンや最新の商品、ガシャポンの歴史がわかる年表の展示など、

オフィシャルショップならでは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ください 

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。 

※「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。  

▲ガシャポンオフィシャルショップ イメージ 

https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php


３：池袋の新名所！総本店にしかないインタラクティブなエントランス演出やフォトスポットで思い出作り！              

 

 

 “総本店”にふさわしいエントランスは、 “ガシャポン組立工場”をイメージした大迫力の映像演出で来場者をお迎えいたします。空カプセルを投入

することで映像が変化するインタラクティブな仕掛けにより、楽しみながらカプセルの回収に参加することができます。 

 

  

その他、店内には大型のオブジェやだまし絵などの体験型の仕掛けがあり、カプセルトイの購入を楽しむことに加え、カプセルとともに思い出をお持ち

帰りいただけるよう、カプセルトイの新たな観光名所となるべく、楽しい体験をご用意しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「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。 

設置台数3,000面でギネス世界記録に挑戦！『ガシャポンのデパート 池袋総本店』オープン 添付資料(2/5) 

▲池袋総本店 エントランス イメージ 

▲池袋総本店 店内 イメージ 



４：“ガシャ活”がもっと楽しくなる！提案型の売り場＆ポイントがたまる！使える！情報が届く！「ナムコポイントアプリ」！     

 
店内には世界最大級 3,000 面の圧倒的な面数のマシンを配置、ここだけのカプセルトイの買い物体験を提供します。カプセルトイの楽しみの一

つである、“目当てのものを見つける楽しみ”をさらに便利に、楽しくするべく、従来のボーイズ、ガールズなどのカテゴリー分けに加え、最近ブームになって

いるジオラマ撮影に適した商品ばかりを集めた“ガシャ撮り用商品”コーナーや缶バッジコーナーなど、ガシャポンのデパート独自の切り口でカプセルトイの

新しい楽しみ方や、お好みの商品を見つけやすい売り場づくりを行います。また、店内には購入した商品をその場で撮影することができる“ガシャ撮り”

ブースを季節の風景や東京の観光名所など 24 ブース設けます。探す、見つける、ドキドキする、集める、撮影するなどカプセルトイが持つ様々な魅

力を体験していただける売り場を展開いたします。 

また、従来の「ガシャポンのデパート」同様、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」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。 

設置台数3,000面でギネス世界記録に挑戦！『ガシャポンのデパート 池袋総本店』オープン 添付資料(3/5) 

▲池袋総本店 店内 イメージ 

《ガシャポンのデパート 池袋総本店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 池袋総本店オープン記念”といたしまして、 

ガシャポンのデパート（公式）@gasha_official のアカウントと 

【公式】バンダイ ガシャポン@Gashapon_Bandai をフォローし、 

キャンペーン対象ツイートをリツイートいただきますと、抽選でなんと 

合計 30 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」が当たります！ 

 

 

 

その２：ナムコアプリ店舗フォロー＆チェックインキャンペーン 

“ガシャポンのデパート 池袋総本店オープン記念”といたしまして、 

ナムコポイントアプリから、ガシャポンのデパート 池袋総本店を 

フォローすると、先着 300 名様にオリジナルエコバックをプレゼント！ 

さらに店舗にご来店(チェックイン)いただくと、アプリのポイントが、 

通常の 2 倍となる 2,000pt をプレゼントいたします。 

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


■オープン時の商品ラインアップ                                                         

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ます。※取り扱い商品例です。 
 

アルティメットルミナス×HG シリーズ   
ドラゴンボール 01 (全３種) 

 
アルティメットルミナスとHGシリーズがコラボレーション！第一弾は孫悟空。ガシャポン最大級のサイズ感でかめはめ波を溜める孫悟空が登場！ 
ライトユニット搭載で、かめはめ波が発光！ 
価格：1500円/1回 
Ⓒバードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション 

 

   

自分ツッコミくま スヤスヤ Zzz…ますこっと 
(全６種) 

Lipton Tea リプトン ミニチュアチャーム 
(全７種) 

機動戦士ガンダム ガシャポン戦士 

フォルテ 13  

（全６種） 

自分ツッコミくま×ガシャポンのコラボアート商品が発

売決定！ナガノさんがガシャポンの為だけに描き起

こした、おやすみ姿がキュートなくま達のマスコットで

す。お見逃しなく★ 

価格：300円/1回 

©nagano / ©Anova 

紅茶ブランド世界No.1のリプトン！チルドパックに

可愛いタグが付いてチャームになりました♪ 

価格：300円/1回 

 

ガシャポン戦士フォルテ第13弾です。「ウイングガン

ダムゼロ(EW版)」「ガンダムデスサイズヘル(EW

版)」を中心にラインナップ！ 

価格：500円/1回 

©創通・サンライズ 

 

【ガシャポンオフィシャルショップ限定】 

 

【ガシャポンのデパート限定】 
 

ハッシュタグつける ～ガシャポンのデパート  
ガシャポンオフィシャルショップ限定 Ver.～  

(全５種) 

マイガシャポンハンドル 
 ～ガシャポンのデパート限定 ver.～ 

(全 4 種) 

大人気のハッシュタグの付いたラバーマスコットのガ

シャポンのデパートガシャポンオフィシャルショップ限

定Ver.が池袋総本店先行登場！お気に入りの

グッズと一緒につけたくなるワードがいっぱい！ 

価格：200円/1回 ⒸBANDAI 

ガシャポンの新しい買い方！ガシャポンをそのまま

使って楽しく自販機を回すことができます！ガシャポ

ンのデパートロゴが入った池袋総本店先行登場！  

価格：200円/1回 ⒸBANDAI 

 

 

※「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。 
 

 

 

設置台数3,000面でギネス世界記録に挑戦！『ガシャポンのデパート 池袋総本店』オープン 添付資料(4/5) 



 

《店舗情報》 

ガシャポンのデパート 池袋総本店 
《所在地》    東京都豊島区東池袋３丁目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 3F 
《営業時間》  通常時：10：00～22：00 ※現在は時短営業中につき、10:00~20:00 の営業となります。 
《規模》      設置総数：3,000面 施設面積：約1256㎡(約380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。 
 

■キービジュアル 

 
 

■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  (2020年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  (2020年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  (2020年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 (2020年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  (2020年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  (2020年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  (2020年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            (2020年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          (2020年12月4日オープン) 設置総数   580面 

・ガシャポンのデパート 南熊本店          (2020年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          (2020年12月18日オープン) 設置総数 1,000面 

・ガシャポンのデパート なんばパークス店          (2020年12月19日オープン) 設置総数   600面 

・ガシャポンのデパート おのだサンパーク店  (2021年1月20日オープン) 設置総数   350面 

・ガシャポンのデパート モラージュ佐賀店          (2021年1月22日オープン) 設置総数   600面 

・ガシャポンのデパート けやきウォーク前橋店         (2021年2月5日オープン) 設置総数   600面 

・ガシャポンのデパート イオンモール北戸田店         (2021年2月11日オープン) 設置総数   500面 
 

「ガシャポンのデパート」は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。 
 

《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 
 

※「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。 
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