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TVアニメ『東京リベンジャーズ』と、ナンジャタウン過去最大級の規模でコラボレーション

“TVアニメ『東京リベンジャーズ』 in NAMJATOWN”
東京、大阪、オンラインで開催！

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、TVアニメ『東京リベンジャーズ』とのコラボレーション催事“TVアニメ『東京リベンジャーズ』
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in NAMJATOWN”を、2022年2月4日(金)から3月21日(月・祝)まで東京・池袋の「NAMJATOWN」、2022年2月11日(金・
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祝)から3月21日(月・祝)まで大阪・梅田の「Hugood! from NAMJATOWN」、さらに「ナムコパークス オンラインストア」でも同時
展開し、NAMJATOWNブランドのコラボレーション催事として過去最大級の規模で開催します。
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TVアニメ『東京リベンジャーズ』とナンジャタウン初のコラボレーションとなる本催事では、花垣武道、佐野万次郎、龍宮寺 堅、場地
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はねみやかずとら

圭介、松野千冬の私服を着用した描きおろし等身イラストと、三ツ谷 隆 、羽宮一虎を加えた全7名のスタジアムジャンパーコスチュー
ムのデフォルメイラストが登場。期間中、これらの限定イラストを使用したオリジナルグッズやもれなくオリジナル景品がもらえる6種の景品
ミニゲーム、オリジナルデザート＆フード、作中のシーンを再現したフォトスポットをお楽しみいただけます。
また、期間限定で入場者特典「ミニチョコレート」(全20種・ランダム配付)がもらえるバレンタインデー・ホワイトデー企画を実施しま
す。
「ナムコパークス オンラインストア」では、2月4日(金)より会場で販売するオリジナルグッズ※１に加え、オンライン限定商品「スタジア
ムジャンパー(全7種)」「ぬいぐるみ(全3種)」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ミニ
ゲーム※２をご利用いただけます。
さらに、コラボレーションを記念してオンライン限定商品「スタジアムジャンパー」と「ぬいぐるみ」が抽選で当たるプレゼントキャンペーンを
ナムコパークスTwitter（@namcoparks）で1月13日(木)より10回連続で実施します。
東京、大阪に加えオンラインストアでも展開する全国の方にお楽しみいただけるコラボレーション催事です。どうぞご期待ください！

【特設サイト】 https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/toman-anime/
【詳細は次ページ以降をご覧ください】
©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
※1)一部商品は会場限定販売です。 ※2)一部景品は会場限定です。ミニゲームの内容は会場と異なります。
※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。
なお、同会場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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■本コラボ限定イラストのほか、過去のキャンペーンで使用されたイラストも登場！
本コラボでは、私服を着用した描きおろし等身イラストと、スタジアムジャンパーコスチュームのデフォルメイラストが新登場。その他、
2021年9月に開催したアミューズメント施設「namco」のコラボキャンペーンで使用された制服姿の描きおろし等身イラストと、制服姿
のデフォルメイラストが登場し、これらを使用したオリジナルグッズやミニゲーム景品も展開します。
1. 本コラボ限定の描きおろし私服イラスト

2. 本コラボ限定のスタジアムジャンパーコスチュームのデフォルメイラスト

3. 2021年9月に開催したアミューズメント施設「namco」コラボの制服姿の描きおろし等身イラスト

4. 2021年9月に開催したアミューズメント施設「namco」コラボの制服姿のデフォルメイラスト

©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
※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。
※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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■限定イラストを使用したオリジナルグッズを販売！
コラボ期間中、限定イラストを使用したオリジナルグッズを販売します。
会場限定企画として、TVアニメ『東京リベンジャーズ』関連商品を1会計につき3,000円(税込)お買い上げごとに、ネコ型カード(全
17種)が1枚もらえます。
「ナムコパークス オンラインストア」では、会場で販売する一部オリジナルグッズと、オンライン限定商品として「スタジアムジャンパー(全
7種)」「ぬいぐるみ(全3種)」も販売します。

©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
※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。 ※価格はすべて税込みです。 ※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。
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【商品情報】
①トレーディング缶バッジvol.1＆vol.2(各12種)

⑧ドリンクグラス(全1種)

◆価格 1個770円 ※ランダム封入

◆価格 1,650円

◆サイズ 直径75mm

◆サイズ W90×H90mm

キラキラ輝くホログラム仕様！75mmの大きめ丸缶バッジです

デフォルメイラストを使用したドリンクグラスです。

②アクリルスタンドvol.1＆vol.2(各5種)

⑨ハンカチ(全6種)

◆価格 各1,430円

◆価格 各880円

◆サイズ W85×H140mm内

◆サイズ W200×H200mm内

描きおろし私服イラストと、制服イラストを使用したアクリルスタンドです。

描きおろし私服イラストと、デフォルメイラストを使用したフルカラーのハンカチです。

③トレーディングネコ型ネームバッジ(全7種)

⑩フラットポーチ(全1種)

◆価格 1個660円 ※ランダム封入

◆価格 各2,200円

◆サイズ W50×H60mm内

◆サイズ W210×H192mm

棒付きお菓子風デザインのネコ型ネームバッジです。

表はネコ缶デザイン、裏は描きおろし私服イラストデザインのフラットポーチです。

④リバーシブルバッグ(全6種)

⑪ビッグアクリルスタンド(全10種)

◆価格 各3,300円

◆価格 各4,400円

◆サイズ W375×H380mm

◆サイズ W156×H262mm内

各キャラクターのモチーフネコがあしらわれた普段使いできるデザインと、描きおろし 描きおろし私服イラストと、制服イラストを使用した迫力のある大きめのアクリルス
私服イラストを使用したリバーシブルバッグです。デフォルメイラストVer.のバッグも。 タンドです。
⑤ショッパー(全1種)

⑫マスク (全7種)

◆価格 660円

◆価格 各660円

◆サイズ W270×H350×D110mm

◆サイズ 約W175×H95mm

描きおろし私服イラストを使用した紙製ショッパーです。

デフォルメイラストを使用した不織布マスクです。
1箱に不織布マスクが5枚入っています。

⑥ソックス(全7種)

⑬チョコレート (全1種) 【会場限定販売】

◆価格 各1,320円

◆価格 1,500円

◆サイズ フリーサイズ(25～27cm)

◆サイズ 箱 W195×H160×D15mm／1粒 W30×W30×D15mm

各キャラクターのモチーフネコがあしらわれたソックスです。

ミニチョコレートが20粒入ったチョコレートBOXです。
※チョコレートにデザインは入っていません。

⑦ストラップ(全7種)
◆価格 各1,650円
◆サイズ W35×H150ｍｍ
デフォルメイラストとネームのアクリルチャーム、キャラクターが着用するスタジアム
ジャンパーのデザインカラーを使用したベルトの3点がついたストラップです。
※アクリルチャームは単体として使用できる付属品はつきません。

【会場限定ノベルティプレゼント】
ネコ型カード(全17種)

※ノベルティはなくなり次第終了。絵柄はお選びいただけます。オンライン購入は対象外です。

©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
※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。 ※価格はすべて税込みです。 ※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。

TV アニメ『東京リベンジャーズ』 in NAMJATOWN 詳細

添付資料(4/7)

【オンライン限定商品】

【オンライン限定商品情報】
⑭ぬいぐるみ(全3種)
◆価格 各3,500円

⑮スタジアムジャンパー(全7種)
◆サイズ W200×H200mm内

◆価格：各13,200円

◆サイズ フリーサイズ

2021年9月に開催したアミューズメント施設「namco」コラボの制服イラスト内に デフォルメイラストのキャラクター達が着用している衣装のデザインをあしらったスタ
登場するぬいぐるみが可愛いサイズで登場です。

ジアムジャンパーです。
普段使いしやすいデザインとなっています。

＜インターネット通販＞
◆ナムコパークス オンラインストア https://parks2.bandainamco-am.co.jp/
◆プレミアムバンダイ https://p-bandai.jp/namjaonlineshop/
2022年2月4日(金)10:00～3月22日(火)23:00
※2022年7月頃お届け予定です。 ※インターネット通販では購入特典のイラストカードは付属しません。 ※別途送料がかかります。

©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
※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。 ※価格はすべて税込みです。 ※画像はイメージです。
※商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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■限定イラストを使用したオリジナル景品がもらえる景品ミニゲーム！
コラボ期間中、限定イラストを使用したオリジナル景品がもらえる景品ミニゲーム(全6種)を展開します。

【景品情報】
海まで走れ！ツーリングガラポン！

タケミチのレンタルバイトゲーム

1回/600円

マイキーの唯我独尊お子様セットゲーム

1 回/600 円

1 回/600 円

①

T賞: てぬぐい(全1種)

⑤

T賞: アクリルキーホルダー(全1種)

⑨

T賞: ヘアピン(全1種)

②

K賞: カラビナ付きポーチ(全6種)

⑥

K賞: アクリルスタンド(全17種)

⑥

K賞: アクリルスタンド(全17種)

③

M賞: スライド缶(全6種)

⑦

M賞: スライド缶(全17種)

⑦

M賞: スライド缶(全17種)

④

C賞: ステッカー(全18種)

⑧

C賞: ステッカー(全17種) ※4

⑧

C賞: ステッカー(全17種) ※4

※1

※2

ドラケンのシャンプーハットゲーム

場地の“「あの日」のお守り”くじ

千冬の焼きそばくじ

1回/600円

1 回/600 円

1 回/600 円

⑩

T賞: ヘアクリップ(全1種)

⑫

T賞: レターセット (全1種)

⑪

K賞: 布ポスター(全10種)

⑬

K賞: 収納ケース(全10種)

⑦

M賞: スライド缶(全17種)

⑭

M賞: スマホバンド(全17種)

⑧

C賞: ステッカー(全17種) ※4

⑧

C賞: ステッカー(全17種) ※4

※2

※3
※3

※1

※2

⑮

T賞: 割りばし (全1種)

⑬

K賞: 収納ケース(全10種)

⑭

M賞: スマホバンド(全17種)

⑧

C賞: ステッカー(全17種) ※4

※3
※3

※1) 「タケミチのレンタルバイトゲーム」「マイキーの唯我独尊お子様セットゲーム」のK賞:アクリルスタンド(全17種)は同一の景品です。
※2) 「タケミチのレンタルバイトゲーム」「マイキーの唯我独尊お子様セットゲーム」「ドラケンのシャンプーハットゲーム」のM賞:スライド缶(全17種)は同一の景品です。
※3) 「場地の“「あの日」のお守り”くじ」「千冬の焼きそばくじ」のK賞:収納ケース(全10種)・M賞:スマホバンド(全17種)は同一の景品です。
※4) 「タケミチのレンタルバイトゲーム」「マイキーの唯我独尊お子様セットゲーム」「ドラケンのシャンプーハットゲーム」「場地の“「あの日」のお守り”くじ」「千冬の焼きそばく
じ」のC賞:ステッカー(全17種)は同一の景品です。
※ナムコパークス オンラインストアの「景品ミニゲーム」でT賞の取り扱いはございません。

＜インターネット通販＞
◆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/
2022年2月4日(金)10:00～3月22日(火)23:00
※獲得された景品は2022年7月頃お届け予定です。 ※別途送料がかかります。
©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
※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。 ※価格はすべて税込みです。 ※画像はイメージです。
※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。

TV アニメ『東京リベンジャーズ』 in NAMJATOWN 詳細

添付資料(6/7)

■限定イラストを使用したオリジナル景品がもらえるラリーゲームも！
オリジナルストーリーで展開する園内回遊型ラリーゲームを会場限定でお楽し
みいただけます。ストーリーは「タケミっちのバレンタインチョコ捜索編」「マイキーの
どら焼き捜索編」の2種類からいずれかをお選びいただけます。ゴールするともれ
なくオリジナル景品をプレゼント！
【景品情報】
1回/700円
POPスタンド BOX①(全10種)・BOX②(全7種)
※BOX毎にランダム配付。①②からお好きなBOXをお選びいただけます。

■オリジナルデザート＆フード(全11種)を販売！
作品やキャラクターをモチーフにしたオリジナルデザート＆フード(全11種)を販売します。対象メニューを1品お買い上げごとに、メ
ニューに紐づいたイラストシート(全14種)を1枚プレゼント！

【メニュー情報】
①タケミチのメロン×ホワイトドリンク

②マイキーの-東京卍會-無敵で最強

③ドラケンのパンチの効いた★☆ピリ辛

④場地の焼きそばおにぎらずプレート

◆価格 890 円

のどら焼き卍オレンジジュースセット

☆★焼肉丼

◆価格 990 円

◆価格 890 円

◆価格 980 円

⑤千冬のオムそばプレート

⑥三ツ谷のオレンジ＆チョコミルクドリン

⑦一虎のトラ柄オレンジジュース

⑧タケミチ・マイキー・ドラケンのいちご

◆価格 990 円

ク

◆価格 890 円

チョコレートパフェ

◆価格 890 円

◆価格 930 円

⑨場地・千冬のチョコラムネカップアイス ⑩東京卍會のカフェショコラカップ

⑪カスタムソフトクリーム

⑫ネコ型アクリルコースター付きソフトド

◆価格 990 円

◆価格 ベース 900 円

リンク

(追加トッピング：50～300 円)

◆価格 980 円

◆価格 900 円

※ソフトドリンクは店頭のメニュー表から
お選びいただけます。
⑬フォーチューンラテ

⑭アイシングクッキー

※⑪カスタムソフトクリームは東京・池袋 NAMJATOWN のみの販売です。

◆価格 690 円

◆価格 単体 650 円

※⑫～⑭にイラストカードは付属しません。

マグカップ(全1種)付き1,800円
©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
※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。 ※価格はすべて税込みです。 ※画像はイメージです。
※景品・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。
※オリジナルデザート＆フードはナムコパークス オンラインストアでの取り扱いはございません。
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■バレンタイン・ホワイトデー企画「ミニチョコレート」プレゼント！
2022年2月11日(金・祝)～2月14日(月)と、2022年3月11日(金)～3月14日(月)の計8日間限定で、会場にお越しいただ
いた方へ「ミニチョコレート」(全20種)をランダムで1粒プレゼントします。
※プレゼントする「ミニチョコレート」は、オリジナルグッズの「チョコレート」(20粒入り)の1粒となります。
※お渡し方法につきましては、各会場で異なります。詳しくは特設サイトをご確認ください。

■コラボ開催記念！10連続Twitterカウントダウンキャンペーン！
「ナムコパークス」公式Twitterアカウントをフォローして、指定のツイートをリツイートしていただいた方の中から抽選で、本コラボオンラ
イン限定商品「スタジアムジャンパー(全7種)」と「ぬいぐるみ(全3種)」を各種1名さま、計10名さまにプレゼントします。
【キャンペーン期間】
全10回開催
①

2022年1月13日(木)11:00～1月15日(土)23:59

②

2022年1月16日(日)11:00～1月18日(火)23:59

③

2022年1月19日(水)11:00～1月21日(金)23:59

④

2022年1月22日(土)11:00～1月24日(月)23:59

⑤

2022年1月25日(火)11:00～1月27日(木)23:59

⑥

2022年1月28日(金)11:00～1月30日(日)23:59

⑦

2022年1月31日(月)11:00～2月2日(水)23:59

⑧

2022年2月3日(木)11:00～2月5日(土)23:59

⑨

2022年2月6日(日)11:00～2月8日(火)23:59

⑩

2022年2月9日(水)11:00～2月11日(金・祝)23:59

▲Twitter キャンペーン賞品

【ナムコパークス公式 Twitter アカウント】
https://twitter.com/namcoparks (@namcoparks)

■開催情報
＜東京会場＞
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：2022 年 2 月 4 日(金)～3 月 21 日(月・祝)
◆公式サイト：https://bandainamco-am.co.jp/tp/namja/

＜大阪会場＞
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 2 月 11 日(金・祝)～3 月 21 日(月・祝)
◆公式サイト：https://bandainamco-am.co.jp/tp/hugood/hugood-from-namjatown/

＜オンライン＞
2022 年 2 月 4 日(金)10:00～3 月 22 日(火)23:00
◆ナムコパークス オンラインストア：https://parks2.bandainamco-am.co.jp/
◆プレミアムバンダイ(オリジナルグッズ販売のみ)：https://p-bandai.jp/namjaonlineshop/

【特設サイト】 https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/toman-anime/
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