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『夏目友人帳』の一番くじ発売を記念したイベント 

「一番くじ 夏目友人帳 発売記念～ニャンコ先生と読書の時間展～」 

11月27日(土)博多をはじめ、池袋、横浜でも開催 
 

 
 

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社BANDAI SPIRITSが展開する「一番くじ」※1の新商品「一番くじ 夏目友人

帳 ニャンコ先生と読書の時間」の発売を記念したイベント「一番くじ 夏目友人帳 発売記念～ニャンコ先生と読書の時間展～」を

2021年11月27日(土)から12月19日(日)まで「ハムリーズ キャナルシティ博多店」、12月24日(金)から1月16日(日)まで

「NAMJATOWN
ナ ン ジ ャ タ ウ ン

 」(東京・池袋 サンシャインシティ)、1月22日(土)から2月13日(日)まで「ハムリーズ 横浜ワールドポーターズ店」

で開催します。 

 

会場では「一番くじ 夏目友人帳 ニャンコ先生と読書の時間」をモチーフに楽しめるコンテンツを展開します。今回の一番くじのメイン

ビジュアルを使用したA賞の「ニャンコ先生ボイス付ジオラマクロック」を高さ約1.5mのスケールで再現したフォトスポットや、結果に応じて

もれなくオリジナル景品がもらえるミニゲーム「ちょっと一息ルーレット～しおりを挟んで～」「素敵なニャンコ先生に会いに行こう」、描きお

ろしイラストのパネル展示をお楽しみいただけます。 

 

また、コラボフードや、過去に発売した「一番くじ 夏目友人帳」の描きおろしイラストを使用した展開として「ニャンコ先生ぬいぐるみ～

エビフライポンチョ～」のリサイズ復刻バージョンなどオリジナルグッズを販売します。なお、2021年12月29日(水)より順次発売予定の

「一番くじ 夏目友人帳 ニャンコ先生と読書の時間」は池袋、横浜会場に隣接する「一番くじ公式ショップ」でも販売します。 

さらに、「ナムコパークス オンラインストア」( https://parks2.bandainamco-am.co.jp/ )では、会場で販売するオリジナルグッ

ズをインターネット通販でご購入いただけるほか、会場と同じオリジナル景品が手に入る景品ミニゲームもご利用いただけます。 
 

 

「一番くじ 夏目友人帳 発売記念～ニャンコ先生と読書の時間展～」 公式サイト  

https://event.bandainamco-am.co.jp/1kujinatsume/ 
 

 

 

※1 「一番くじ」とは、BANDAI SPIRITSが提供する、オリジナルグッズが当たるハズレなしのキャラクターグッズくじ引きで、必ずいずれかの商品が手に入ることが魅力の

商品です。 

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容の変更、中止となることがあります。 ※画像はイメージです。 

※商品、景品は数量に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。 
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【詳細は次ページ以降をご覧ください】 

https://parks2.bandainamco-am.co.jp/
https://event.bandainamco-am.co.jp/1kujinatsume/


 

 

 

 

「一番くじ 夏目友人帳 発売記念～ニャンコ先生と読書の時間展～」 詳細 添付資料(1/3) 

◆ニャンコ先生の立像が登場するフォトスポットとかわいいイラストパネルの展示                                                               

「一番くじ 夏目友人帳 ニャンコ先生と読書の時間」A賞の商品となる 

「ニャンコ先生ボイス付ジオラマクロック」を高さ約1.5mのスケールで再現した 

フォトスポットが登場します。大きなニャンコ先生を撮影するなど来場の思い出となる 

記念撮影をお楽しみいただけます。 

また、会場内で過去の「一番くじ」の描きおろしイラストのパネル展示も行います。 

 

※写真撮影にはご自身のカメラやスマートフォンなどをお持ちください。 

 

 

 

 

◆オリジナルグッズ                                                                   

過去に発売した「一番くじ 夏目友人帳」の描きおろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売します。 

＜オリジナルグッズ一例＞ 

 

豆皿これくしょん(全10種) 

価格：900円※ランダム封入 

 

手びねり風グラス(全3種) 

価格：1,800円 

 

アクリルスタンド(全12種) 

価格：700円 ※ランダム封入 

 
キャンバストートバッグ(全1種) 

価格：1,500円 

 
巾着(全3種)  

価格：1,000円 

 
ニャンコ先生 エビフライポンチョぬいぐるみ(全1種) 

価格：3,800円 

 
ニャンコ先生 エビフライポンチョミニぬいぐるみ(全1種) 

価格：2,200円 

 

◆ナムコパークス オンラインストア (インターネット通販)  

https://parks2.bandainamco-am.co.jp/ 

期間：2021年11月27日(土)10:00～2022年2月14日(月)23:00 

※商品は2022年4月頃お届け予定です。 ※受注生産による販売となります。 ※別途送料がかかります。 

 

 

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容の変更、中止となることがあります。※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 

※商品は数量に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。  
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▲このイラストがフォトスポットになって目の前に！ 

https://parks2.bandainamco-am.co.jp/


 

 

「一番くじ 夏目友人帳 発売記念～ニャンコ先生と読書の時間展～」 詳細 添付資料(2/3) 

◆コラボフード                                                                      

「一番くじ 夏目友人帳 ニャンコ先生と読書の時間」をモチーフにしたコラボフードを各会場の飲食店舗で販売します。 

博多と池袋会場ではラテアートでキャラクターを描くフォーチューンラテ(価格690円)も販売します。 

＜コラボフード一例＞ 

   

ニャンコ先生印のエビツナマヨクレープ 

価格：980円 

ニャンコ先生がお酒のつまみに食べていそうなツ

ナマヨ･エビ･えだまめなどをトッピングしたお食事

系クレープです。 

夏目とニャンコ先生のほっこり抹茶パルフェ 

価格：900円 

作品イメージの和風抹茶パフェです。 

作中登場していた和菓子をイメージして、たい

焼きや三色団子を添えました。 

読書のお友にコーヒーを… 

キャラメルコーヒーフロート 

価格：800円 

一番くじのテーマである「読書」をモチーフにした

ドリンクです。 

 

◆ミニゲーム①「ちょっと一息ルーレット～しおりを挟んで～」                                                  

本にしおりを挟んでニャンコ先生に休憩を知らせよう！ 

本にしおりを挟んで指定の場所に重ねると、モニターに映像演出が表示されるデジタルルーレットです。結果に応じてA～C賞いずれか

のオリジナル景品が１つもらえます。 

料金：600円/1回 
 

 

＜景品ラインアップ＞ 

A賞：ブックスタンド(全1種)  

B賞：アクリルバッジ(全6種) 

C賞：クリアしおり(全5種) ※ランダム配付 

 

◆ミニゲーム②「素敵なニャンコ先生に会いに行こう」                                               

大きな本を開いてニャンコ先生の様子をのぞいてみよう！ 

大きな本(モニター)の中にいるニャンコ先生の様子をのぞくと、その時のニャンコ先生の様子が映像演出で表示されるデジタルルーレット

です。ニャンコ先生の様子によってA～C賞いずれかのオリジナル景品が１つもらえます。 

料金：600円/1回 
 

 

＜景品ラインアップ＞ 

A賞：ブックスタンド(全1種) 

B賞：ミニクリアファイル(全6種)  

C賞：56㎜缶バッジ(全6種) ※ランダム配付 

 

 
 

◆ナムコパークス オンラインストア (景品ミニゲーム)  

「ナムコパークス オンラインストア」の景品ミニゲームでも抽選結果に応じて会場と同じオリジナル景品が手に入ります。 

https://parks2.bandainamco-am.co.jp/ 

期間：2021年11月27日(土)10:00～2022年2月14日(月)23:59 

※商品は2022年4月頃お届け予定です。 ※受注生産による販売となります。 ※別途送料がかかります。 
 

 

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容の変更、中止となることがあります。※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 

※商品、景品は数量に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。  
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B 賞（アクリルバッジ） 

A 賞（ブックスタンド） C 賞（56 ㎜缶バッジ） 

C 賞（クリアしおり） 

https://parks2.bandainamco-am.co.jp/


 

 

「一番くじ 夏目友人帳 発売記念～ニャンコ先生と読書の時間展～」 詳細 添付資料(3/3) 
 

「一番くじ 夏目友人帳 発売記念～ニャンコ先生と読書の時間展～」 

【博多会場】 

開催場所：ハムリーズ キャナルシティ博多店 

住   所：福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-74 キャナルシティ博多 サウスビルB1F 

開催期間：2021年11月27日(土)～12月19日(日) 

営業時間：10:00～21:00 

ハムリーズ公式サイト(博多・横浜共通)：https://www.hamleys.jp/ 

ハムリーズTwitter(博多・横浜共通) ：https://twitter.com/HamleysJp 

【池袋会場】 

開催場所：NAMJATOWN（ナンジャタウン） 

住   所：東京都豊島区東池袋3-1-3 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 

開催期間：2021年12月24日(金)～2022年1月16日(日) 

営業時間：10:00～20:00 

※ナンジャタウン入園料がかかります。大人800円・こども500円 

ナンジャタウン公式サイト：https://bandainamco-am.co.jp/tp/namja/ 

ナンジャタウンTwitter ：https://twitter.com/namjatown765 

【横浜会場】 

開催場所：ハムリーズ 横浜ワールドポーターズ店 

住   所：神奈川県横浜市中区新港2丁目2-1 横浜ワールドポーターズ 「ワールドポーターズビブレ」1階・2階 

開催期間：2022年1月22日(土)～2月13日(日) 

営業時間：10:30～21:00 

「一番くじ 夏目友人帳 発売記念～ニャンコ先生と読書の時間展～」 公式サイト 

https://event.bandainamco-am.co.jp/1kujinatsume/ 

 

◆『一番くじ 夏目友人帳 ニャンコ先生と読書の時間』 12月29日(水)より順次発売！                         

ハズレなしのキャラクターくじの最新作『一番くじ 夏目友人帳 ニャンコ先生と読書の時間』(メーカー希望小売価格1回650円)を、

ファミリーマート、ミニストップ、その他コンビニエンスストア、書店、ゲームセンター、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで、2021

年12月29日(水)より順次発売します。 

本商品は、「夏目友人帳」に登場する主人公 夏目貴志の自称・用心棒である大人気キャラクター“ニャンコ先生”をフィーチャーし、

読書テーマの描きおろし満載で各商品をラインナップした一番くじです。 

 

商品紹介ページURL ： https://bpnavi.jp/t/natsume36 

 

 

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容の変更、中止となることがあります。※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 
 

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。 

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。 
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