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『アイ★チュウ』がナンジャタウンと初コラボ！ 

「I★CHU PROJECT アイ★チュウ 6TH ANNIVERSARY in NAMJATOWN」 

6 月 18 日(金)より開催 

 
 

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する体験型複合施設『NAMJATOWN
ナ ン ジ ャ タ ウ ン

』(東京・池袋)は、6月に6周年を迎える『ア

イ★チュウ』とのコラボレーション催事「I★CHU PROJECT アイ★チュウ 6TH ANNIVERSARY in NAMJATOWN」を2021年6

月18日(金)から7月25日(日)まで開催します。 

本コラボでは、『アイ★チュウ』に登場するユニットのリーダー９人がNAMJATOWNにちなんだねこ耳姿で6周年にふさわしい華やか

な白正装のかわいい描きおこしイラストとなって登場します。会場ではもれなくオリジナル景品がもらえるミニゲーム「クマ校長のお祝いマ

カロンガラポン」や「アイ★チュウ Anniversaryガラポン」がお楽しみいただけるほか、描きおこしイラストを使用したオリジナルグッズやデ

ザート＆フードをご購入いただけます。 

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

だけでなくインターネット通販限定のグッズを販売し、会場と同じオリジナル景品がもらえる景品ミニゲームもご利用いただけます。 

なお、池袋での会期終了後、『Hugood
ハ グ ッ ド

   from
フ ロ ム

  NAMJATOWN
ナ ン ジ ャ タ ウ ン

 』(大阪・梅田)や横浜と博多の『NAMJATOWN出張所』での

開催も決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【詳細は次ページ以降をご覧ください】 
 

※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、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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「I★CHU PROJECT アイ★チュウ 6TH ANNIVERSARY in NAMJATOWN」 

【開催期間】 2021 年 6 月 18 日(金)～7 月 25 日(日) 

◆ミニゲーム「クマ校長のお祝いマカロンガラポン」、「アイ★チュウ Anniversary ガラポン」 

◆オリジナルグッズの販売 ※インターネット通販あり 

◆オリジナルデザート＆フードの販売 

◆フォトスポット 

◆アミューズメント景品 

 「I★CHU PROJECT アイ★チュウ 6TH ANNIVERSARY in NAMJATOWN」特設サイト 

https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/i-chu/ 
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「I★CHU PROJECT アイ★チュウ 6TH ANNIVERSARY in NAMJATOWN」詳細 添付資料(1/5) 

◆ミニゲーム「クマ校長のお祝いマカロンガラポン」                                                        

6周年をクマ校長がお祝い！クマ校長をあしらった大きなガラポンを回して、出てきたマカロンを模した玉の色に応じてもれなくオリジナ

ル景品がもらえます。 

価格：600 円/1 回 

＜景品一例＞ 

 

A 賞：サイン入り ねこ型アクリルボード 

(全32種) 

 

B 賞：ハート缶バッジ 

(全32種) 

 

C 賞：クリアフォトシート  

アソート A(全16種)/B(全16種) 

 ※ランダム配付 

 

 

◆ミニゲーム「アイ★チュウ Anniversary ガラポン」                                                

描きおこしイラストがあしらわれた大型ガラポンを回して、『アイ★チュウ』の 6 周年をみんなでお祝いしよう！ 

B 賞「メッセージカード」はアイチュウたちからプロデューサーの皆様へ日頃の感謝を込めたメッセージ入りです。 

価格：600 円/1 回 

＜景品一例＞ 

A賞：POPスタンド 

（全32種） 

 B 賞：メッセージカード  

アソート A(全16種)/B(全16種) 

※ランダム配付 

 

「ナムコパークス オンラインストア」の景品ミニゲーム(1回600円)でも抽選結果に応じて会場と同じオリジナル景品がもらえます。 

◆ナムコパークス オンラインストア (景品ミニゲーム) 

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

期間：2021年6月18日(金)10:00～7月26日(月)23:00 

※オリジナル景品の発送目安は2021年9月頃の予定です。 ※別途送料がかかります。 
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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、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。 

※景品・特典は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。 

 

 

 

  
 

 
 

 

 



 

「I★CHU PROJECT アイ★チュウ 6TH ANNIVERSARY in NAMJATOWN」詳細 添付資料(2/5) 

◆オリジナルグッズ                                                                  

描きおこしイラストを使用したオリジナルグッズなどを販売します。 

『アイ★チュウ』関連商品を1会計につき2,000円お買い上げごとに、ねこ型カード(全32種・ランダム配付)を1枚プレゼント！ 

＜オリジナルグッズ一例＞ 

 

ミニキャラアクリルスタンド (全9種) 

価格：各1,200円  

 

グリッター缶バッジバッジコレクション (全9種) 

価格：1個500円 ※ランダム封入 

 

ネームバッジコレクション  

アソート A(全16種)/B(全16種) 

価格：1個660円 ※ランダム封入 

 

ミニキャラ A4クリアファイル (全１種) 

価格：500円 

＜グッズ購入特典＞ 

 

＜グッズ購入ノベルティ＞ねこ型カード アソート A(全16種)/B(全16種) 一例 ※ランダム配付 

 

◆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/category/GOODS/ 

期間：2021年6月18日(金)10:00～7月26日(月)23:00 

※商品の発送目安は2021年9月頃の予定です。 ※受注生産による販売となります。  ※別途送料がかかります。 

※インターネット通販では購入特典のねこ型カードは付きません。 

 

©Liber Entertainment Inc. 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、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・特典は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。 

 



 

「I★CHU PROJECT アイ★チュウ 6TH ANNIVERSARY in NAMJATOWN」詳細 添付資料(3/5) 

 ◆オリジナルデザート＆フード                                                           

『アイ★チュウ』のキャラクターなどをモチーフにしたオリジナルメニューを販売します。1品購入につきオリジナルブロマイド(全11種、メニュー

ごとに指定デザイン)を1枚プレゼント！ 

※「ねこ型アクリルコースター付きソフトドリンク」はオリジナルブロマイドプレゼント対象外です。 

 ＜デザート＆フード一例＞ 

 

  

星夜とノアの 

スパゲッティ・ウィズ 

・ミートボール 

価格：990円 

皐月と心の 

ゆるふわにゃんこドリンク 

価格：890円 

一誠と椿の 

ピリ辛チゲ鍋風水餃子 

価格：990円 

虎彦のアート魂炸裂 

ストロベリーソーダ 

価格：890円 

   

エヴァの一輪のバラが咲く魔界プレート 

価格：950円 

黒羽の漆黒のリベリオンコーラ 

価格：890円 

アイ★チュウ 6TH ANNIVERSARY 

スペシャルクレープ 

価格：900円 

                    

アイ★チュウ ミニカップちらしずし 

価格：950円  

アイ★チュウ キャラロール 

スーベニアプレート付きキャラロール 価格：3,780円 

キャラロール単品 価格：1,480円 

 

 

ねこ型アクリルコースター付きソフトドリンク 

価格：980円 

※ソフトドリンクの種類は店頭のメニュー表でご確認ください。 

©Liber Entertainment Inc. 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、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・特典は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。 

 

 
 

 
 

 

描きおこしイラストを使用したアクリルコースター付きソフトドリンクを販売します。 



 

「I★CHU PROJECT アイ★チュウ 6TH ANNIVERSARY in NAMJATOWN」詳細 添付資料(4/5) 

◆フォトスポット                                                                    

ユニットのリーダー9人と一緒に写真が撮れるフォトスポットが登場します。 

 

※コラボ利用不可の入園券「ナンジャエントリー」、コラボ利用者向けの入園券 

「ナンジャタウンコラボ参加券付入園券」のどちらでご入園いただいてもご覧いた 

だくことができます。  

 

 

 

 

◆アミューズメント景品                                                                      

「I★CHU PROJECT アイ★チュウ 6TH ANNIVERSARY in NAMJATOWN」のオリジナルアミューズメント景品「アクリルジオラ

マ」(全3種)と「星型缶バッジ」(全32種)が、ナンジャタウンに隣接する施設「プライズストリート＠サンシャインシティ」とネットクレーン

モール「とるモ」、直営アミューズメント施設「namco」の一部店舗に登場します。 

※「プライズストリート＠サンシャインシティ」はナンジャタウンにご入園いただかなくてもご利用いただけます。 

 

＜アミューズメント景品一例＞ 

 

アクリルジオラマ(全3種) 

 

 

星型缶バッジ(全 32 種) 

 

 

景品登場日 

 

ナンジャタウン隣接「プライズストリート＠サンシャインシティ」 ・直営アミューズメント施設「namco」 

2021年6月18日(金)  

▼直営アミューズメント施設「namco」対象店舗 

https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/i-chu/crane.html 

 

ネットクレーンモール「とるモ」  

2021年6月18日(金)10:00 

▼「とるモ」WEBページ 

https://torumo.namco.co.jp/?utm_source=campaign_page&utm_medium=referral&utm_campaign=i-chu 

▼｢とるモ｣ iOS アプリページ 

https://apps.apple.com/jp/app/id1439901457  

▼｢とるモ｣ GooglePlay アプリページ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bandainamco.am.torumo&hl=ja 

 

 

©Liber Entertainment Inc. 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、中止となることがあります。 ※画像はイメージです。 

※アミューズメント景品は数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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「I★CHU PROJECT アイ★チュウ 6TH ANNIVERSARY in NAMJATOWN」詳細 添付資料(5/5) 

大阪・梅田の「Hugood! from NAMJATOWN」での開催が決定！                                       

池袋での会期終了後、8月6日(金)より「Hugood  from NAMJATOWN」での開催が決定しました。 

詳細はHugood  from NAMJATOWN公式サイトやTwitterアカウントでお知らせします。 

「I★CHU PROJECT アイ★チュウ 6TH ANNIVERSARY in NAMJATOWN」 大阪・梅田での開催について 
 

開催期間：2021年8月6日(金)～9月5日(日) 

開催場所：Hugood  from NAMJATOWN (大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 9階) 
 

Hugood! from NAMJATOWN 

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

【公式Twitter】 https://twitter.com/Hugoodfn_osaka 

 

◆横浜と博多の「NAMJATOWN出張所」での開催が決定！                                        

「NAMJATOWN」で開催するコラボレーション催事を池袋以外でも楽しさそのままにコンパクトに体験できる「NAMJATOWN出張所」

での開催が決定しました。詳細はNAMJATOWN出張所公式サイトでお知らせします。 

「I★CHU PROJECT アイ★チュウ 6TH ANNIVERSARY in NAMJATOWN」NAMJATOWN出張所 
 

◆NAMJATOWN出張所 ハムリーズ 横浜ワールドポーターズ店 開催期間：2021年9月17日(金)～10月10日(日) 

◆NAMJATOWN出張所 ハムリーズ キャナルシティ博多店 開催期間：2021年10月22日(金)～11月14日(日) 
 

NAMJATOWN出張所 

【公式サイト】 https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/shutchojo/ 

 

©Liber Entertainment Inc. 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、中止となることがあります。 

 

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。  

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/tp/hugood/hugood-from-namjatown/
https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html

