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ホロライブゲーマーズと過ごす、休日デート♡が体験できるイベント
ラ

ン

デ

ヴ

ー

『ホロライブ in ハムリーズ ～DOKI×2♡Rendezvous～』
2022年1月14日(金)から横浜をはじめ、博多でも開催

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、カバー株式会社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」内のユニット、「ホロライブ
ゲーマーズ」とコラボレーションし、「白上フブキ」、「大神ミオ」、「猫又おかゆ」、「戌神ころね」と休日の1日を一緒に過ごせる体験型イベ
ラ
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ント『ホロライブ in ハムリーズ ～DOKI×2♡Rendezvous ～ を、2022年1月14日(金)から2月27日(日)まで「ハムリーズ 横
浜ワールドポーターズ店」、2022年3月18日(金)から4月24(日)まで「ハムリーズ キャナルシティ博多店」で開催します。
メンバーと会話しながらデート体験ができる「ホロライブ」初の体験型アトラクション「WAKU✕2☆休日デート」「UKI✕2☆ZOOデート」
や、メンバーへ手紙を書いて直接送れるメッセージカードポスト、デートの思い出を残せるフォトスポットなど、このイベントでしかできない
様々な体験をお楽しみいただけます。
そのほか、当イベントのために描きおろしされた「ホロライブゲーマーズ」4名の等身イラストやデフォルメイラストを使用したオリジナルグッ
ズの販売や、横浜ワールドポーターズ、キャナルシティ博多内の飲食店ではアトラクション内容とリンクした限定コラボフードも展開します。
また、全国の「ホロライブゲーマーズ」ファンの方々にもお楽しみいただけるよう、「ナムコパークス オンラインストア」で会場と同じオリジナ
ルグッズの販売、さらにオンラインストア限定グッズも販売します。
最新情報は『ホロライブ in ハムリーズ 公式サイトおよびハムリーズ公式Twitterでお知らせします。

『ホロライブ in ハムリーズ ～DOKI×2♡Rendezvous～』公式サイト
https://event.bandainamco-am.co.jp/cx/hololive/
【詳細は次ページ以降をご覧ください】

【ハムリーズ公式サイト】https://www.hamleys.jp/
【ハムリーズ公式 Twitter】@HamleysJp https://twitter.com/hamleysjp
【ナムコパークス オンラインストア】 https://parks2.bandainamco-am.co.jp/
【ナムコパークス 公式 Twitter】@namcoparks https://twitter.com/namcoparks
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■デートアトラクション①「WAKU✕２☆休日デート」
「ホロライブゲーマーズ」メンバーと、2 人きりで過ごす休日デートが楽しめる体験型アトラクションです。
デートしたいメンバーを選んで、アトラクションスタート。行く先々での彼女とのやりとりは、普段見ることのできない彼女の姿がいっぱい！「街中で待ち合
わせ」「動物公園」「テラスでランチ」３つのポイントを順番に巡り、各ポイントで、モニターに表示される 3 択からひとつ回答を選ぶと、録りおろし音声で
会話が進みます。最終ポイントは、各メンバーのお部屋をイメージしたブースで、あなたとのデートの感想を聞かせてくれます。各ポイントで選択してきた
回答によって感想が変わるので、彼女の心を掴めるかはあなた次第！
料金：1 回 1,100 円
所要時間目安：約 7 分
プレイ人数：1 人
参加特典：PC デコレーションステッカー(全 4 種／デートに選んだメンバーの PC デコレーションステッカーをお渡し)

▲PCデコレーションステッカー(全4種)

■デートアトラクション②「UKI✕２☆ZOO デート」
「WAKU×２☆休日デート」のサイドストーリーをモニターと録りおろし音声でお楽しみいただける体験型アトラクションです。
「動物公園」の入り口をイメージしたブースに入り、お好きなメンバーをお選びいただくと、彼女とのストーリーがスタート。どんな音声コメントが聞けるか
は、その時のお楽しみ！最後には、「今日の記念」としてプレゼントをお受け取りいただけます。
料金：770円
参加特典：缶バッジ＆ホロステッカーセット(全 12 種／ストーリーで選んだメンバーからお好きなセットをお選びいただけます)

▲缶バッジ＆ホロステッカーセット(全12種)
缶バッジ サイズ: 直径57mm
ホロステッカー サイズ: 約H48mm×Ｗ48mm
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■オリジナルグッズ
当イベントのために描きおろしされた、「ホロライブゲーマーズ」メンバーたちの、休日デートお出かけコーデイラストを使用したオリジナルグッズを販売しま
す。

ダイカットステッカー 3 枚セット(全 4 種)

ファッションマスク(全 4 種)

アクリルスタンド(全 4 種)

【サイズ】約 H70mm×W60mm 以内

【サイズ】約 H130mm×W280mm(開いた状態)

【サイズ】約 H150mm×W90mm 以内

各 550 円

各 1,300 円

各 1,300 円

デフォルメアクリルスタンド(全 4 種)

メッセージカード付きブロマイド(全 4 種)

キャンバストート(全 1 種)

【サイズ】約 H75mm×W45mm 以内

【サイズ】封筒：約 H115mm×W162mm

【サイズ】H400mm×W330mm×D150mm 以内

各 800 円

ブロマイド・メッセージカード：H100mm×W148mm

1,700 円

各 800 円

アクリルキーホルダー(全 8 種)

スマホスタンド(全 4 種)

【サイズ】約 H60mm×W60mm 以内

【サイズ】約 H170mm×W170mm 以内

各 800 円

各 2,200 円

【予約販売について】
イベント期間中の会場での販売のほか、「ナムコパークス オンラインストア」にて予約販売を行います。
一次予約：2021年12月22日(水)～2022年1月13日(木)・・・商品の発送は2022年4月予定です。
二次予約：2022年1月14日(金)～2022年3月7日(月) ・・・商品の発送は2022年6月予定です。
三次予約：2022年3月8日(火)～2022年3月31日(木) ・・・商品の発送は2022年7月予定です。
※別途送料がかかります。 ※予定数に達した時点で、ご注文の受付を終了させていただく場合があります。

【購入特典】
『ホロライブ in ハムリーズ 関連商品を 1 会計につき 3,000 円お買い上げごとに
オリジナルブロマイドを 1 枚お渡しします。
※会場販売、予約販売どちらでご購入いただいても購入特典が付きます。
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■オンラインストア限定グッズ
「ナムコパークス オンラインストア」にてオンラインストア限定グッズ(全2種)を受注販売します。
受注期間：2021年12月22日(水)11：00 ～ 2022年2月28日(月)23：59
商品発送：2022年6月予定

もちどる ～ナムコver.～(全4種)

フルグラフィックTシャツ(全4種)

【サイズ】約 H25cm×W14.5cm 以内

【サイズ】M・L・XL

各3,278円

各8,800円

■フード＆ドリンク
アトラクション「WAKU✕2☆休日デート」で立ち寄ったカフェのドリンクと、メンバーが用意してくれた手作りのお弁当を再現！デートの雰囲気をさらに
楽しめるフードとドリンクを販売します。
※フード(お弁当)は事前予約制を予定しています。詳細は公式サイトなどでお知らせします。
販売場所：テ・二ナス(横浜ワールドポーターズ 1 階)
営業時間：10:30～21:00
【ドリンクメニュー特典】
ドリンク 1 点につきオリジナルのドリンクコースターを 1 枚ランダムでお渡しします。(全 8 種)

▲ドリンクメニュー特典：ドリンクコースター(全8種)
※絵柄はお選びいただけません。

■フォトスポット＆メッセージカードポスト
会場にフォトスポットやメッセージカードポストを設置します。可愛いお出かけコーデのメンバーと記念撮影や、メンバーへデートの感想や応援メッセー
ジを書いて送ろう！(ポストに投函されたメッセージは後日メンバーにお届けします。)
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『ホロライブ in ハムリーズ ～DOKI×2♡Rendezvous～』
開催場所：ハムリーズ 横浜ワールドポーターズ店
開催期間：2022年1月14日(金)～2月27日(日)
営業時間：10:30～20:30(アトラクション最終受付：20:00)
※入場方法につきましては、公式サイトをご確認ください。
◆博多店での開催詳細は、『ホロライブ in ハムリーズ 公式サイトで順次公開します。
開催場所：ハムリーズ キャナルシティ博多店
開催期間：2022年3月18日(金)～4月24日(日)

『ホロライブ in ハムリーズ ～DOKI×2♡Rendezvous～』 公式サイト
https://event.bandainamco-am.co.jp/cx/hololive/
ハムリーズ公式サイト
https://www.hamleys.jp/
© 2016 COVER Corp.

©Hamleys - 2021 - All rights reserved

※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。

同店を含む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/noticeWAmusementSpotWcv19.html)をご覧ください。

■本件に関するお問い合わせ先
【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

