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地域最大級！設置面数570面！バンダイナムコの大型カプセルトイ専門店 

『ガシャポンのデパート』フジグラン松山店 

2022年3月18日(金)オープン 
 

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、大型カプセルトイ専門店『ガシャポンのデパート』フジグラン松山店を2022年3月18日

(金)に「フジグラン松山」(愛媛県松山市)内にオープンします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『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設置面数と商

品構成、知識豊富なスタッフを通じ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。 

この度オープンする『ガシャポンのデパート』フジグラン松山店は、地域最大級の設置数570面を展開。 

『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。 

 

【ガシャポンのデパートの特徴】 

１：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！ 
 

 

 

 

施設概要 

施設名称 ガシャポンのデパートフジグラン松山店 

所在地 愛媛県松山市宮西1-2-1 フジグラン松山店 4F 

営業時間 9:00～21:00 ※不定休 

施設面積 約99.4㎡（約30.1坪） 設置面数 570面 

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】 

 

 

※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。※掲載している画像は実物と異なる場合がございます。 

※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。あらかじめご了承ください。 

▲『ガシャポンのデパート』フジグラン松山店 

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


 

 

『ガシャポンのデパート』フジグラン松山店3月18日(金)オープン！ 添付資料(1/3) 
 

1：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”！                                         

バンダイのカプセルトイ商品はもちろん、様々なブランドのカプセルトイ商品が購入できます。※取り扱い商品例です。 

  

 

 

 

 

LOTTE アイスマスコットチャーム 
不二家 

お菓子マスコットチャーム２ 
はぐこっとーと PEANUTS 

誰もが知っている大人気のアイスたちが大集合！リ

アルで可愛いミニチュアチャームです♡ 

価格：300円/1回（全5種） 

©LOTTE 

みんな大好き不二家のお菓子のミニチュアマスコット

チャーム、第2弾が登場！ 

第1弾でも人気の高かったミルキーはパッケージデザ

インをレトロな復刻版と小箱版の2パターンで収録

♪バッグやポーチにつけてもかわいい！ 

価格：300円/1回（全5種） 

©2022 FUJIYA CO.,LTD. 

大好評はぐこっとーとシリーズにPEANUTSが登

場！ 

JOE COOL50周年の今年しか手に入らないデザ

インも特別ラインアップ！ 

価格：500円/1回（全5種） 

© 2021 Peanuts Worldwide LLC 

www.snoopy.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

ホロライブ 

カプセルラバーストラップvol.2 

学校のぬいぐるみ 

～体育の時間～ 
たべっ子どうぶつフィギュアVol.1 

VTuberグループ「ホロライブ」のカプセルラバースト

ラップが登場です！ 

価格：300円/1回（全13種） 

Ⓒ 2016 COVER Corp. 

第２弾は体育の時間！ 

価格：300円/1回（全6種） 

©Qualia 

大人気ロングセラー商品『たべっ子どうぶつ』の動物

達がフィギュアになりました！ 

価格：300円/1回（全5種） 

©ギンビス  
 

  
 

 

ことりの休日 スナイパースズメ 
進撃の巨人 

1/12立体機動装置 

 

NTC MONO+ 

アマガエル マグネット&ボールチェーン 

街なかで見かける穏やかな姿から一変、スズメたち

がクールなスナイパーに――!?ノートパソコンや缶な

ど、薄い板のフチに引っ掛ければ、物陰から標的を

狙うシチュエーションの出来上がり！ 

価格：300円/1回（全6種） 

©ヤトウナオコ／KITAN CLUB 

TVアニメ「進撃の巨人 The Final Season」より、

立体機動装置が1/12サイズで立体化！ 

500円カプセルトイで登場です。 

価格：500円/1回（全3種） 

©諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final 

Season製作委員会 

ほぼ実寸サイズの約28㎜で、マグネットタイプとボー

ルチェーンタイプの8種ずつ、合計16種類をライン

アップ。 

マグネットタイプはカエルのお腹部分にマグネットが組

み込まれた隠れマグネット仕様となっています。 

量産品とは思えないほどのハイクオリティな仕上がり

をぜひその目でお確かめください。 

価格：300円/1回（全x種） 

©EPOCH 

 

※「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。 

※掲載している画像は実物と異なる場合がございます。 ※価格は全て税込です。※商品は在庫がなくなり次第終了です。 

※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。 



 

 

『ガシャポンのデパート』フジグラン松山店3月18日(金)オープン！ 添付資料(2/3) 

 

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。 

 

 

 

【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。 

※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。 

https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php
https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/
https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/
https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html


 

 

『ガシャポンのデパート』フジグラン松山店3月18日(金)オープン！ 添付資料(3/3) 

【全国展開中の『ガシャポンのデパート』・『本屋さんのガシャポンのデパート』※1：計53店舗】 

▼ガシャポンのデパート 

・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 ワンダーシティ南熊本店         (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 1,000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 池袋総本店                 (2021年2月26日オープン) 設置総数 3,010面 

・ガシャポンのデパート 王子サンスクエア店                (2021年3月5日オープン)         設置総数   480面 

・ガシャポンのデパート 新潟店                 (2021年3月5日オープン)         設置総数   500面 

・ガシャポンのデパート トレッサ横浜店                          (2021年3月12日オープン) 設置総数   600面 

・ガシャポンのデパート 流山おおたかの森S・C店                (2021年3月19日オープン) 設置総数   520面 

・ガシャポンのデパート エルムの街ショッピングセンター店            (2021年3月26日オープン) 設置総数   500面 

・ガシャポンのデパート ゆめタウン広島店                       (2021年4月23日オープン) 設置総数   600面 

・ガシャポンのデパート イオンモールかほく店                    (2021年4月23日オープン) 設置総数   580面 

・ガシャポンのデパート 港北TOKYUショッピングセンター店               (2021年4月23日オープン) 設置総数   600面 

・ガシャポンのデパート ステラタウン店                           (2021年6月11日オープン) 設置総数   600面 

・ガシャポンのデパート イオンレイクタウンmori店                    (2021年7月15日オープン) 設置総数 1,000面 

・ガシャポンのデパート イオンモール大日店                     (2021年7月16日オープン) 設置総数 1,000面 

・ガシャポンのデパート サッポロファクトリー店                     (2021年7月30日オープン) 設置総数   600面 

・ガシャポンのデパート フェドラP&D佐野店                     (2021年7月31日オープン) 設置総数   600面 

・ガシャポンのデパート アリオ八尾店                        (2021年8月1日オープン)  設置総数   600面 

・ガシャポンのデパート イオンタウンふじみ野店                     (2021年8月6日オープン)  設置総数   700面 

・ガシャポンのデパート ゆめタウン高松店                      (2021年9月10日オープン)  設置総数   700面 

・ガシャポンのデパート 浅草花やしき店                      (2021年9月16日オープン) 設置総数   440面 

・ガシャポンのデパート イトーヨーカドーアリオ蘇我店                  (2021年10月8日オープン) 設置総数   630面 

・ガシャポンのデパート イオンモール座間店                       (2021年10月22日オープン) 設置総数   600面 

・ガシャポンのデパート イトーヨーカドー木場店                     (2021年10月22日オープン) 設置総数   600面 

・ガシャポンのデパート 則武新町店                        (2021年10月27日オープン) 設置総数   770面 

・ガシャポンのデパート アリオ札幌店                        (2021年10月29日オープン) 設置総数   500面 

・ガシャポンのデパート グランツリー武蔵小杉店                    (2021年11月17日オープン) 設置総数   600面 

・ガシャポンのデパート イトーヨーカドー明石店                     (2021年11月26日オープン) 設置総数   600面 

・ガシャポンのデパート ゆめタウン徳島店                      (2021年11月30日オープン) 設置総数   700面 

・ガシャポンのデパート リーフウォーク稲沢店                      (2021年12月3日オープン) 設置総数   600面 

・ガシャポンのデパート ゆめタウン筑紫野店                      (2021年12月10日オープン) 設置総数   560面 

・ガシャポンのデパート イオンモール佐久平店                  (2021年12月17日オープン) 設置総数   500面 

・ガシャポンのデパート フジグラン岩国店                     (2022年1月21日オープン) 設置総数   340面 

・ガシャポンのデパート イオンタウン郡山店                     (2022年1月28日オープン) 設置総数   560面 

・ガシャポンのデパート ゆめタウン武雄店                     (2022年2月4日オープン)         設置総数   400面 

・ガシャポンのデパート 宮交シティ店                          (2022年2月19日オープン) 設置総数   490面 

・ガシャポンのデパート アルプラザ宇治東店                      (2022年2月25日オープン) 設置総数   500面 

・ガシャポンのデパート 広島紙屋町店                         (2022年3月4日オープン)         設置総数   600面 

・ガシャポンのデパート フジグラン松山店                        (2022年3月18日オープン)        設置総数   570面 

▼本屋さんのガシャポンのデパート 

・本屋さんのガシャポンのデパート TSUTAYA鴻巣吹上店         (2021年12月17日オープン) 設置総数   430面 

※1：『本屋さんのガシャポンのデパート』は、大型書店内に出店するカプセルトイ専門店です。※「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。 


