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シナモロールのお誕生日をお祝いするイベントを開催
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「Thank you ♡ Cinnamoroll ~みんなでバースデーパーティ！~」
大阪・梅田でシナモロールをお祝いしよう♪

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、2022年にデビュー20周年を迎えたシナモロールを中心としたサンリオキャラクターズのミニ
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ゲームやグッズ、コラボフードが登場するイベント「Thank you ♡ Cinnamoroll ~みんなでバースデーパーティ！~」を、「Hugood!
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from NAMJATOWN」(大阪・梅田)で2022年3月5日(土)から4月3日(日)まで開催します。
本イベントでは、直営アミューズメント施設「namco」で1月より開催中のキャンペーン「Thank you ♡ Cinnamoroll」のシナモ
ロール、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ポチャッコ、5キャラクターの描き下ろしビジュアルに、新たにハローキティ、リトルツインスターズ
（キキ＆ララ）、こぎみゅんの3キャラクターが加わり、より賑やかになった描き下ろしビジュアルが登場します。これらのビジュアルを使用し
たオリジナルグッズの販売やミニゲーム景品を展開します。
会場ではシナモロールの録り下ろしボイスがお楽しみいただけて、もれなくオリジナル景品がもらえる4つのミニゲーム「まずは乾杯！
みんなで♡ウェルカムチアーズ！」「想いよとどけ！ハッピー♡クラッカー！」「大好きなシナモンへ！プレゼント♡フォーユー」「ロウソクぜん
ぶ消せるかな?!シナモンと♡バースデーセレブレーション」やコラボフード、メインビジュアルの世界観に入り込めるフォトスポットをお楽しみ
いただけます。
さらにオンライン展開として、全国のサンリオキャラクターズファンにご利用いただける「ナムコパークス オンラインストア」でもオリジナル
グッズを販売するほか、ミニゲームもお楽しみいただけます。

「Thank you ♡ Cinnamoroll ~みんなでバースデーパーティ！~」 詳細サイト
https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/hfn_CinamorollBD/
【詳細は次ページ以降をご覧ください】
ⓒ '22 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. S622158
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※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。
※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。

「Thank you ♡ Cinnamoroll ~みんなでバースデーパーティ！~」 詳細

添付資料(1/5)

◆オリジナルグッズ
描き下ろしビジュアルを使用した、オリジナルグッズを販売します。

ハート型缶バッジコレクション (全8種)

アクリルチャーム(全8種)

価格：550円(税込み) ※ランダム封入

価格：650円(税込み) ※ランダム封入

額縁マグネット (全8種)

リボンクリップ (全8種)

価格：850円(税込み) ※ランダム封入

価格：1,400円(税込み)

アクリルアクセサリースタンド (全1種)

アクリルケース (全1種)

価格：3,300円(税込み)

価格：3,300円(税込み)

◆ナムコパークス オンラインストア (インターネット通販)
オリジナルグッズを受注生産により販売します。
https://parks2.bandainamco-am.co.jp/
受注期間：2022年3月5日(土)10:00～4月4日(月)23:59
※商品は2022年6月頃お届け予定です。 ※別途送料がかかります。
ⓒ '22 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. S622158
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※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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◆コラボフード
「Hugood!CAFÉ」では、お好きなキャラクターのプリントラテが楽しめるフォーチューンラテ、アクリルコースター付きソフトドリンク、シナモ
ロールをモチーフにしたドーナツを販売します。
また、商業施設HEP FIVE内の一部飲食店舗でもサンリオキャラクターズをイメージした飲食メニューを販売します。
＜コラボフード一例＞

アクリルコースター付きソフトドリンク

シナモロールドーナツ 20th.ver

(通常絵柄8種/バースデー限定絵柄1種※)

(全8種/ランダム配付)

価格：650円(税込み)

価格：690円(税込み)

価格：980円(税込み)

フォーチューンラテ

※3/6シナモロールのバースデー当日限定販売

◆ミニゲーム「まずは乾杯！みんなでウェルカム♡チアーズ」
まずは乾杯！パーティーをはじめよう♪
パーティーの始まりの合図「乾杯」をイメージしたデジタルルーレットです。グラスとグラスを合わせると、モニターに映像演出が表示され、
結果に応じてシナモロールがコメントしてくれます。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(税込み)/1回
＜景品ラインアップ＞
A賞：ランチョンマット(全1種)
B賞：アクリルスタンド(全8種)
C賞：56mm缶バッジ(全8種)

◆ミニゲーム「想いよとどけ！ハッピー♡クラッカー！」
クラッカーを鳴らしてパーティーを盛り上げよう！
パーティー会場を盛り上げるクラッカーをイメージしたデジタルルーレットです。クラッカーを鳴らすと、モニターに映像演出が表示され、結
果に応じてシナモロールがコメントしてくれます。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(税込み)/1回
＜景品ラインアップ＞
A賞：アクリルカードスタンド (全1種)
B賞：アクリルスタンド(全8種)
C賞：キラキラクリアシート(全8種)

ⓒ '22 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. S622158
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※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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◆ミニゲーム「大好きなシナモンへ！プレゼント♡フォーユー」
シナモロールへのプレゼントを選ぼう！
お誕生日会のプレゼント渡しをイメージしたくじ引きです。大きなボックスの中から3つのプレゼントを取り出し、プレゼントの色の組み合わせ
によって結果が変わります。結果に応じてシナモロールがコメントしてくれます。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(税込み)/1回
＜景品ラインアップ＞
A賞：ミニミニトートバッグ＆アクリルチャーム
セット(全1種)
B賞：アクリルスタンド(全8種)
C賞：56mm缶バッジ(全8種)

◆ミニゲーム「ロウソク全部消せるかな？！シナモンと♡バースデーセレブレーション！」
シナモロールと一緒にロウソクの火を消そう！
バースデーケーキのろうそく消しをイメージしたデジタルルーレットです。ロウソクを模したギミックに息を吹きかけ、消えたロウソクの本数によっ
てモニターの演出が変わります。結果に応じてシナモロールがコメントしてくれます。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(税込み)/1回
＜景品ラインアップ＞
A賞：アクリルプレート(全1種)
B賞：アクリルスタンド(全8種)
C賞：キラキラクリアシート(全8種)

◆ナムコパークス オンラインストア (景品ミニゲーム)
会場と同じオリジナル景品が手に入るミニゲームが「ナムコパークス オンラインストア」で遊べます。
https://parks2.bandainamco-am.co.jp/
受注期間：2022年3月5日(土)10:00～4月4日(月)23:59
※景品は2022年6月頃お届け予定です。 ※はずれなしのデジタル抽選ゲームです。ゲーム内容は会場と異なります。 ※別途送料がかかります。

◆ミニゲームノベルティ
シナモロールへお誕生日のメッセージを届けよう！
ミニゲームを5回券で遊んでいただいたお客さまに、メッセージシートを1枚
お渡しします。
会場ではシナモロールへのお誕生日メッセージを募集します。メッセージ
シートを使用してシナモロールへメッセージを贈ることができます。

メッセージシート (全1種)
ⓒ '22 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. S622158
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※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。
※景品・特典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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◆みんなで作ろう！フラワーケーキ
シナモロールに贈る大きなバースデーケーキをみんなで完成させよう！
ナムコパークス オンラインストア限定でバースデーギフトを受注販売します。
バースデーギフトをご購入いただくと、後日シナモロールからのお礼のお手紙と
プレゼントがご自宅に届きます。
また、バースデーギフトの販売数に応じて、会場に飾られた大きなバースデー
ケーキのオブジェの飾り付けが華やかに変化します。
一緒にパーティー会場を盛り上げましょう♪
「バースデーギフト」には新規描き下ろしビジュアルを使用します。
・バースデーギフト (全1種) 価格：3,300円(税込み)

◆フォトスポット
描き下ろしビジュアルのサンリオキャラクターズたちの世界観を
表現したフォトスポットが登場します。
シナモロールたちと一緒に記念写真を撮ることができます。
※写真撮影にはカメラやスマートフォンなどをご持参ください。

「Thank you ♡ Cinnamoroll ~みんなでバースデーパーティ！~」
開催場所：Hugood! from NAMJATOWN(ハグッド フロム ナンジャタウン)
住

所：大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 9階

開催期間：2022年3月5日(土)～4月3日(日)
営業時間：11:00～20:00 ※最終入園 19:50
Hugood! from NAMJATOWN公式サイト：https://bandainamco-am.co.jp/tp/hugood/hugood-from-namjatown/
Hugood! from NAMJATOWN公式Twitter：https://twitter.com/Hugoodfn_osaka
ナムコパークス オンラインストア：https://parks2.bandainamco-am.co.jp/
バンダイナムコアミューズメント公式Twitter：https://twitter.com/bnam_jp

「Thank you ♡ Cinnamoroll ~みんなでバースデーパーティ！~」 詳細サイト
https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/hfn_CinamorollBD/
ⓒ '22 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. S622158
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※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。
※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。
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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◆全国のアミューズメント施設「namco」とネットクレーンモール「とるモ」で、ナムコ限定のサンリオキャラクターズ景品が登場す
るキャンペーン『Thank you ♡ Cinnamoroll』を3月6日(日)まで開催中！

キャンペーン期間：2022年1月21日(金)～3月6日(日)
キャンペーン特設ページ：https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/thankyou_cinnamoroll/

◆HEP FIVE館内でもスペシャルキャンペーンを開催！
HEP FIVE館内では、3月4日(金)より「シナモロール20周年×HEP FIVE スペシャルキャンペーン」が開催され、20周年を迎え
るシナモロールをお祝いして色々なイベントを実施します。
＜周遊企画＞
アイドル育成シミュレーションゲーム
ステップアップ☆アイドル！キミはぼくのプロデューサー
この春、HEP FIVEでシナモンを人気アイドルにプロデュースしてみませんか？HEP FIVE館内でシナモンを人気アイドルにプロデュー
スするシミュレーションゲームに参加することができます。館内各所に設置されたポスターやパネルに掲載されているQRコードを読み
込みながら、シナモンをアイドルに育成していきます。
見事に人気アイドルにプロデュースできた方は限定特典がGETできます。
＜マストバイプレゼント＞
オリジナルシナモロールステッカーをプレゼント！
キャンペーン期間中、HEP FIVE館内の各店でお買い物・ご飲食された方に、先着でオリジナルステッカーをプレゼントします。
詳細については、2月28日(月)に公開予定のキャンペーン特設サイトやHEP FIVE公式HPなどでお知らせします。
お問い合わせ先：阪急阪神ビルマネジメント株式会社
TEL：06-6372-7921
開催場所：HEP FIVE館内
開催期間：2022年3月4日(金)～4月3日(日)
営業時間：ショッピング 11:00～21:00 / レストラン 11:00～22:30 / アミューズメント 11:00～23:00
HEP FIVE公式HP：https://www.hepfive.jp/
HEP FIVE公式Instagram：https://www.instagram.com/hep_five/?hl=ja
HEP FIVE公式Twitter：https://twitter.com/HEP_FIVE
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※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。※価格は全て税込みです。 ※画像はイメージです。

