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映画「MANKAI MOVIE『A3!』」公開を記念したコラボレーション第2弾を開催 

「MANKAI MOVIE『A3!』in NAMJATOWN」 

2月18日(金)よりスタート 
 

  

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、3月4日(金)より全国の

劇場で公開予定の映画「MANKAI MOVIE『A3!』～AUTUMN & WINTER～」の公開を記念したコラボレーション催事

「MANKAI MOVIE『A3!』in NAMJATOWN」のSeason2を、2022年2月18日(金)から4月24日(日)まで開催します。 

2021年12月から2022年1月まで開催したSeason1では「MANKAI MOVIE『A3!』」(以下『エームビ』)に登場する劇団

「MANKAIカンパニー」内のユニット、春組・夏組をフィーチャーして展開しました。今回のSeason2では春組・夏組に加えて、秋組・冬

組のメンバーが登場して、ナンジャタウン限定の新規ビジュアルを使用したオリジナルグッズを販売します。『エームビ』のキャラクタービジュ

アルを使用したオリジナル景品がもれなくもらえるミニゲーム「満開！ROADSHOW GARAPON」や、オリジナルデザート＆フードもお

楽しみいただけます。 

さらに会場内では、映画の撮影で使用された劇中劇の衣裳や小道具など貴重な品々のほか、秋組・冬組の劇団員総勢10名の

録り下ろしボイスが楽しめるデジタルサイネージ、映画内の風景写真をプロジェクター投影による大画面でご覧いただけるロケーション

ギャラリーなどを展示します。映画公開に先駆けて気持ちが高まる体験型のスペシャルコラボレーションです。 

また、会場に来ることができない方にもお楽しみいただけるオンライン展開として「ナムコパークス オンラインストア」

( https://parks2.bandainamco-am.co.jp/ )にて、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ミニゲームもご利用いただけます。 

「MANKAI MOVIE『A3!』in NAMJATOWN」 

【開催期間】  Season2：2022年2月18日(金)～4月24日(日) 

◆展示(舞台衣裳・小道具、デジタルサイネージ、ロケーションギャラリー、プロモーション映像、パネル展示) 

◆ミニゲーム「満開！ROADSHOW GARAPON」 ※オンラインあり 

◆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 

「MANKAI MOVIE『A3!』in NAMJATOWN」 特設サイト 

https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/mankai-movie/ 

【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。 
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「MANKAI MOVIE『A3!』in NAMJATOWN」詳細 添付資料(1/4) 

◆撮影に使用された衣裳などが目の前に！：展示                                               

「MANKAI MOVIE『A3!』～AUTUMN ＆ WINTER～」の撮影で実際に使用された衣裳や小道具など貴重な品々のほか、録り

下ろしボイスと共に大型モニターに劇団員が登場するデジタルサイネージや、映画内の風景写真が会場壁面にプロジェクターで大きく

投影されるロケーションギャラリーを展示します。 

さらに会場内では大画面でプロモーション映像が流れ、場面写のパネル展示もお楽しみいただけます。 

2月18日(金)からは秋組の劇中劇衣裳・小道具・私服衣裳がそろい、期間中に一部内容を入れ替え、冬組の劇中劇衣裳・小道

具も展示します。衣裳・小道具の展示内容や入れ替え時期は決まり次第、ナンジャタウン公式サイトとTwitterでお知らせします。 

   
※写真は Season1 開催時の展示です。実際の展示内容とは異なります。 

 

◆オリジナルグッズ                                                                   

ナンジャタウン限定の新規ビジュアルや「MANKAI MOVIE『A3!』」のビジュアルなどを使用したオリジナルグッズを販売します。 

会場で販売するオリジナルグッズはインターネット通販でもご購入いただけます。 

 

六角形缶バッジコレクション (全25種/ランダム封入) 価格：660円 

ナンジャタウン限定の新規ビジュアル 

 

フィルム型アクリルキーホルダーコレクション vol.2 

(全10種/ランダム封入) 価格：660円 

 

ミニクリアイラストシートコレクション vol.2 

(全13種/ランダム封入) 価格：550円 

 

 

ミニクリアイラストシートコレクション vol.3 

(全25種/ランダム封入) 価格：550円 

ナンジャタウン限定の新規ビジュアル 

 

BIGタオル 

～AUTUMN & WINTER～ 

(全1種) 価格：3,000円 

 

 

※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。 

※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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「MANKAI MOVIE『A3!』in NAMJATOWN」詳細 添付資料(2/4) 

◆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/ 

受注期間：2022年2月18日(金)10:00～4月25日(月)23:00 

※2022年7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。 

 

◆物販購入特典プレゼントキャンペーン 

3月4日(金)の映画公開を記念して、物販購入特典プレゼント

キャンペーンを実施します。 

『エームビ』『エーステ』※1関連商品を税込み3,000円お買い上

げごとに「MANKAIカンパニー バックステージパス風カード」を1枚

プレゼント！絵柄は全23種からお選びいただけます。 

実施期間：2022年3月4日(金)～ 

※無くなり次第終了 ※インターネット通販は対象外となります。 ※1 舞台「MANKAI STAGE『A3!』」 

 

◆ミニゲーム「満開！ROADSHOW GARAPON」                                               

レトロな映写機に見立てたガラポンを回そう！出た球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 

 

S賞：うちわ型アクリルキーホルダー (全25種) 

ナンジャタウン限定の新規ビジュアル 

 

A賞：ロング缶バッジ 

(全25種) 

 

B賞：クリアステッカー 

(春組＆夏組12種/秋組&冬組13種) 

※グループ毎にランダム配付 

※A賞ロング缶バッジとB賞クリアステッカーの一部は、Season1より復刻展開いたします。 

 

◆ミニゲーム景品連動「ARフォト」 

B賞のクリアステッカーはAR機能を使用した「ARフォト」をお楽しみいただけます。 

事前にスマートフォンなどにインストールしたARアプリでクリアステッカーを読み込むと、画面内にオリジナルフレームが表示され、ナンジャタ

ウン内で劇団員と一緒に遊んでいるかのような写真を撮ることができます。 

実施期間：2022年2月18日(金)～4月24日(日) 

フレームデザイン数：25種 クリアステッカーの絵柄に応じたデザインが表示されます。 

※アプリのインストール(無料)が必要です。通信料は利用者の負担となります。 ※ナンジャタウン内でのみでお楽しみいただけます。 

 

◆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/ 

2022年2月18日(金)10:00～4月25日(月)23:00 

※獲得された景品は2022年7月頃お届け予定です。 ※景品は受注生産となります。 

※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。 

 

 

※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。 

※商品・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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「MANKAI MOVIE『A3!』in NAMJATOWN」詳細 添付資料(3/4) 

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

Season2からの新メニューを追加した、オリジナルデザート＆フードを園内のHugood!CAFÉで販売します。 

 

MANKAIカラフルソーダ アクリルコースターセット 価格：1,300円 

アクリルコースター(全25種)付き。絵柄はお選びいただけます。 

 

秋組のコーヒー＆ショコラパフェ 

価格：950円 

イラストシート(全5種)をランダムで1枚プレゼント！ 

 

冬組の白い翼のホワイトソースパスタ 

価格：1,000円 

イラストシート(全5種)をランダムで1枚プレゼント！ 

 

春組のストロベリー＆チェリーパフェ 

価格：950円 

イラストシート(全5種)をランダムで1枚プレゼント！ 

※Season1より復刻販売 

 

夏組の星空ドライカレー 

価格：1,100円 

イラストシート(全5種)をランダムで1枚プレゼント！ 

※Season1より復刻販売 

 

 

※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。 

※商品・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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「MANKAI MOVIE『A3!』in NAMJATOWN」詳細 添付資料(4/4) 

◆『MANKAI MOVIE「A3!」～AUTUMN ＆ WINTER～』 3月4日(金)ROAD SHOW！                   

 

ダウンロード数750万突破のイケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』を

舞台化したMANKAI STAGE『A3!』が遂に実写映画化！ギャガ配給にて

『MANKAI MOVIE「A3!」～SPRING & SUMMER～』（12月3日より公

開中）、『MANKAI MOVIE「A3!」～AUTUMN & WINTER～』（2022

年3月4日公開）として全国公開いたします！ 

 

【STORY】 春組と夏組の旗揚げ公演を成功させ、借金返済のため残りの二

組の公演成功に奔走するMANKAIカンパニー。個性が強すぎてバラバラだった

秋組は稽古の一環で行ったポートレイトを通して絆を深め始めるが、公演の成

功を阻む魔の手が忍び寄る…。一方、冬組はライバル劇団のGOD座から、ど

ちらの公演が良かったかお客さんの投票によって決める「タイマンACT」を持ちか

けられる。勝てばGOD座の売上を総取りでき借金完済、しかし負ければ

MANKAIカンパニーは解散。果たして彼らの運命は？ 

 

『MANKAI MOVIE「A3!」～AUTUMN & WINTER～』 

監督：倉田健次 

脚本：倉田健次 小橋秀之 

脚本・舞台演出監修：松崎史也 亀田真二郎 

原作：MANKAI STAGE『A3!』 

音楽：Yu (vague) 

出演：水江建太 中村太郎 赤澤遼太郎 稲垣成弥 藤田 玲 

荒牧慶彦 北園 涼 植田圭輔 田中涼星 上田堪大 

横田龍儀 高橋怜也 前川優希 立石俊樹 古谷大和 

陳内 将 宮崎 湧 野口 準 本田礼生 赤澤 燈 

田口 涼 鯨井康介 田内季宇 伊崎龍次郎 河合龍之介 

製作：MANKAI MOVIE『A3!』製作委員会（ギャガ ネルケプランニング ポニーキャニオン リベル・エンタテインメント） 

配給：ギャガ 

 

◆『エームビ完全攻略チャンネル』 https://promo.skyperfectv.co.jp/a3_spoox/index.html 

◆MANKAI MOVIE『A3!』公式サイト https://gaga.ne.jp/mankai-movie/ 

◆MANKAI MOVIE『A3!』公式Twitter https://twitter.com/mankai_movie 

 

 

※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。 
 

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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