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アニメやゲーム、映画、ドラマ、アーティストなどのファンに向けたプレミアムなサロンがオープン 

2月19日(金)大阪「Hugood
ハ グ ッ ド

! from
フ ロ ム

 NAMJATOWN
ナ ン ジ ャ タ ウ ン

」 

３月19日(金)池袋ナンジャタウン内「Hugood
ハ グ ッ ド

!街区
が い く

」 

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、IP※1ファンをターゲットに商品、飲食、サービス

などの体験をOMO※2を通じてお届けする新ブランド『Hugood!』をリアル体験できる施設として、2021年2月19日(金)「HEP 

FIVE」(大阪府大阪市)にサテライト施設となる「Hugood! from NAMJATOWN」を、3月19日(金)に「サンシャインシティ」(東京

都豊島区)にある屋内型テーマパーク「ナンジャタウン」園内にフラッグシップ施設となる「Hugood!街区」をオープンします。 

『Hugood!』はアニメやゲーム、映画、ドラマ、アーティストなどのIPファンに特化した商品、飲食、サービス、体験などを開発する体

験型OMOブランドとしてリアル体験ができる施設展開、イーコマース、インターネットやデジタルを活用した新たな体験などをお届けしま

す。 

この度、池袋のナンジャタウン内にオープンする「Hugood!街区」は『Hugood!』の開発する商品、飲食、サービスをリアル体験で

きるフラッグシップ施設として、コラボレーション催事を開催する3つの「サロン」や、キャラクターなどをモチーフにしたフードなど飲食サービ

スを提供する「Hugood!CAFÉ」、オリジナルグッズを販売する「Hugood!SHOP」、新たな作品と出逢える2つの「プロモーションエリ

ア」、会員制でゆったり休憩できて飲食メニューの注文など特別なサービスが受けられる「ロイヤルサロン」があり、音響設備を備えた3

つの「ARENA」では様々なライブイベント体験ができます。最も大きな「ARENA①」では、憧れのキャラクターが等身大で目の前のス

テージに登場し、歌やダンスなどのパフォーマンスを披露する施設型ライブイベント『CG
シージー

 STAR
ス タ ー

 LIVE
ラ イ ブ

』を開催します。 

 大阪の「Hugood! from NAMJATOWN」は「Hugood!街区」と同等の機能を有し、施設面積などに合わせた規模で展開する

サテライト施設となります。 

 また、『Hugood!』が開発して施設で提供する商品および飲食メニューの一部はインターネット通販を行い、インターネットを通じて体

験できるデジタルミニゲームも展開するなど、コロナ禍における顧客体験をオンラインとデジタル、リアルでお届けします。※３ 

【詳細は次頁以降ご覧ください】 

※1 IP…intellectual property(インテレクチュアル プロパティ)、知的財産。ここではアニメやゲーム、映画、ドラマ、アーティストなどを指します。 

※2 OMO…Online Merges with Offline。オンラインとオフラインを融合した新しい体験をお届けします。 

※3 インターネット通販やデジタルミニゲームの実施有無、展開時期はコラボレーション催事により異なります。 

※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。  

 

 

 

 

 



 

 

 

アニメやゲーム、映画、ドラマ、アーティストなどのファンに向けたプレミアムなサロンがオープン 

2/19(金)大阪「Hugood! from NAMJATOWN」、3/19(金)池袋ナンジャタウン内「Hugood!街区」 
添付資料(1/5) 

 

■「Hugood!街区」と「ナンジャタウン」 

 「Hugood!街区」は『Hugood!』のフラッグシップ施設として池袋「ナンジャタウン」の園内に3月19日(金)オープンします。 

2021年7月に開園25周年を迎える「ナンジャタウン」は現在のフロアの上階に増床し、現在の１フロアから２フロアで展開するビルイ

ン型の施設となり、増床部分に新街区として「Hugood!街区」を新設。従来の屋内型テーマパークからすべてのIPファンをターゲット

に商品、飲食、サービスなどが統合した体験型複合施設「NAMJATOWN
ナ ン ジ ャ タ ウ ン

」に生まれ変わり、今後は施設全体でIPファンに特化した

商品、飲食、サービス、体験などを展開します。 

なお、「NAMJATOWN」は 3 月より「Hugood!街区」の新設を皮切りに体験型複合施設として段階的に変化していきます。今後

の展開はあらためてお知らせします。 

 

■「Hugood!街区」機能 

1. コラボレーション催事が楽しめる！3 つの「サロン」 

2. ライブイベント体験で盛り上がる！3 つの「ARENA」 

3. コラボフードやドリンクでほっと一息「Hugood!CAFÉ」 

4. お気に入りのグッズを GET！「Hugood!SHOP」 

5. 新たな作品と出逢える！２つの「プロモーションエリア」 

6. 会員制サービスが受けられる「ロイヤルサロン」 

 

【NAMJATOWN 園内「Hugood!街区」 鳥観図】 

 

1. コラボレーション催事が楽しめる！３つの「サロン」 

施設内には誕生石をモチーフとした 3 つのサロン「ルビーサロン」「ムーン

ストーンサロン」「エメラルドサロン」があり、このサロンではアニメやゲーム

などさまざまな IP とのコラボレーション催事を開催します。作品の世界

観で楽しめるアトラクションやミニゲーム、フォトスポットなどを通じて、好き

な作品やキャラクターをもっと“スキ”になる体験ができます。 

 また、インターネットを通じて、自宅などからスマートフォンで楽しめるデ

ジタルミニゲームも展開します。 

 



 

 

※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。 

アニメやゲーム、映画、ドラマ、アーティストなどのファンに向けたプレミアムなサロンがオープン 

2/19(金)大阪「Hugood! from NAMJATOWN」、3/19(金)池袋ナンジャタウン内「Hugood!街区」 
添付資料(2/5) 

 

「Hugood!街区」3 月 19 日(金)オープンより園内のサロンで開催するコラボレーションが決定しました。 

今後もさまざまな作品などとのコラボレーションを計画しており、順次 NANJATOWN 公式サイトや Twitter などでお知らせします。 

 

「スタンドマイヒーローズ in NAMJATOWN ~ようこそイースターパーティへ~」  

期間：3 月 19 日(金)~5 月 9 日(日)   

※詳細は後日発表します。 

 

昨年開催された「スタンドマイヒーローズ in ナン

ジャタウン ～勝利をキミに 真夏の Water 

Battle～」も同期間に復刻開催します。 

 

 

 

 

 

 

「ピオフィオーレの晩鐘 -Episodio1926- in NAMJATOWN」 

期間：3 月 19 日(金)~5 月 23 日(日) 

※詳細は後日発表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「魔法使いの約束 in NAMJATOWN ~魔法の国とイースター~」 

期間：3 月 26 日(金)~5 月 9 日(日)   

 

3 月 19 日(金)より、描きおこしイラストの 

パネルを先行展示します。 

※詳細は後日発表します。 
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※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。 

 

2. ライブイベント体験で盛り上がる！3 つの「ARENA」 

迫力の音響設備を備えた 3 つの「ARENA」では、様々なライブ

イベント体験を開催します。作品の楽曲などを聞きながら盛り上

がれる「ミュージックカフェ」や、等身大のキャラクターが目の前のス

テージに登場する『CG STAR LIVE』などを開催予定です。 

『CG STAR LIVE』の開催内容や公演詳細は、後日あらためて発表します。 

 

 

3. コラボフードやドリンクでほっと一息「Hugood!CAFÉ」 

サロンで開催されるコラボレーション作品のキャラクターなどをモ

チーフにしたフードやデザート、ドリンクなどを販売します。テイク

アウト可能なメニューもあり、お土産におすすめです。 

今後は一部メニューのインターネット通販を予定しています。 

 

 

4. お気に入りのグッズを GET！「Hugood!SHOP」 

サロンで開催するコラボレーション作品のオリジナルグッズを販売し

ます。インターネット通販でもオリジナルグッズの購入ができます。 

※インターネット通販限定の商品や、お取扱いのない商品も一部ある場合がございます。 

 

 

5. 新たな作品と出逢える！2 つの「プロモーションエリア」 

ガーネットエリア・サファイアエリアからなるプロモーションエリアでは、さまざまな作品などのプロモーション映像の放映や展示などを展開し

ます。ご飲食やご休憩をしていただきながら、この場所をきっかけに新しい“スキ“に出逢えるかも。 
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アニメやゲーム、映画、ドラマ、アーティストなどのファンに向けたプレミアムなサロンがオープン 

2/19(金)大阪「Hugood! from NAMJATOWN」、3/19(金)池袋ナンジャタウン内「Hugood!街区」 
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期間：3 月 19 日(金)~5 月 9 日(日) 

「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」 

 

期間：3 月 19 日(金)~3 月 25 日(木) 

「魔法使いの約束」 

 

 



 

 

※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。 

アニメやゲーム、映画、ドラマ、アーティストなどのファンに向けたプレミアムなサロンがオープン 

2/19(金)大阪「Hugood! from NAMJATOWN」、3/19(金)池袋ナンジャタウン内「Hugood!街区」 
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6. 会員だけのスペシャルサービスが受けられる「ロイヤルサロン」 

会員専用のサービスが受けられるサロンです。 

会員登録すると、『Hugood!』などのサービス利用に伴い付与される

ポイントの累積によって会員ランクが設定されます。会員ランクに応じて

「ロイヤルサロン」にてゆっくり休憩できる個別スペースやメイクブースの

利用、また、ロイヤルサロンスタッフが飲食メニューを運んでくれるなどの

特別なサービスが受けられます。 

 

 

 

「NAMJATOWN」、「Hugood!街区」施設概要 

施設名称 NAMJATOWN(ナンジャタウン) ※「Hugood!街区」は NAMJATOWN 園内の新街区です。 

所在地 
〒170-0013 

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 2F・3F 

開業日 2021年3月19日(金) ※リニューアルオープン 

施設面積 
約7,420㎡(約2,245坪) 

【２F部分：約4,700㎡(約1,422坪)、３F「Hugood!街区」部分：約2,720㎡(約823坪)】 

料金 
入園料：大人（13歳以上）800円、こども（4~12歳）500円 

※ミニゲーム利用、お買い物、飲食など園内で別途料金がかかります。 

公式サイト https://bandainamco-am.co.jp/tp/namja/ 

「NAMJATOWN」Twitter https://twitter.com/namjatown765 

「Hugood!」Twitter https://twitter.com/Hugood876 

 

 

 

 

■「Hugood! from NAMJATOWN」とは？ 

2月19日(金)にオープンする大阪の「Hugood! from NAMJATOWN」は、池袋の「Hugood!街区」と同等の機能を有し、施

設面積などに合わせた規模で展開するサテライト施設です。『Hugood!』ブランドがお届けする商品、飲食、サービスなどをリアル体験

できます。 

 

■「Hugood! from NAMJATOWN」機能 

1. コラボレーション催事が楽しめる！3 つの「サロン」 

2. ライブイベント体験で盛り上がる！「ARENA」 

3. コラボフードやドリンクでほっと一息「Hugood!CAFÉ」 

4. お気に入りのグッズを GET！「Hugood!SHOP」 

5. 新たな作品と出逢える！「プロモーションエリア」 

6. 会員制サービスが受けられる「ロイヤルサロン」 

※サロンで開催するコラボレーション催事など、園内で展開する作品、時期は池袋と異なります。 

 

 

https://bandainamco-am.co.jp/tp/namja/
https://twitter.com/namjatown765
https://twitter.com/Hugood876


 

 

※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。 ※価格は全て税込みです。 

アニメやゲーム、映画、ドラマ、アーティストなどのファンに向けたプレミアムなサロンがオープン 

2/19(金)大阪「Hugood! from NAMJATOWN」、3/19(金)池袋ナンジャタウン内「Hugood!街区」 
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【「Hugood! from NAMJATOWN」 園内マップ】

 

「Hugood! from NAMJATOWN」では、2 月 19 日(金)のオープンより園内のサロンで「文豪ストレイドッグス 於：ナンジャタウン  

過去からの手紙」ナンジャタウン出張所を 3 月 14 日(日)まで開催します。 

今後のコラボレーション催事は、3 月 19 日(金)から「A3! in ナンジャタウン ~NYAMBASSADORS!~」ナンジャタウン出張所、

「ハイキュー!!百鬼夜行 in ナンジャタウン」ナンジャタウン出張所を開催します。 

「スタンドマイヒーローズ in NAMJATOWN ~ようこそイースターパーティへ~」、「魔法使いの約束 in NAMJATOWN ~魔法の

国とイースター~」も大阪での開催が決定しており、開催期間などの詳細は決まり次第、施設公式サイトや Twitter でお知らせしま

す。 

 

「Hugood! from NAMJATOWN」施設概要 

施設名称 Hugood! from NAMJATOWN(ハグッド フロム ナンジャタウン) 

所在地 
〒530-0017 

大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 9階 

開業日 2021年2月19日(金)  

施設面積 約1,170㎡(約354坪) 

料金 入園無料 ※ミニゲーム利用、お買い物、飲食など園内で別途料金がかかります。 

公式サイト https://bandainamco-am.co.jp/tp/hugood/hugood-from-namjatown/ 

Twitter https://twitter.com/Hugoodfn_osaka 

© K・S/K/2019 BSD・P © K,N,S/KADOKAWA/BSDW-P 

※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。  

なお、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。 

https://bandainamco-am.co.jp/tp/hugood/hugood-from-namjatown/
https://twitter.com/Hugoodfn_osaka


 

 

詳しくは当社ホームページ(https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html)をご覧ください。 

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

