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日本初！！BTSのキャラクター『TinyTAN』の体験型イベントが決定 

「TinyTAN
タ イ ニ ー タ ン

 FUN
フ ァ ン

 PARK
パ ー ク

」 

3月26日(土)より東京をはじめ、大阪、福岡、香港にて開催 
 

 
 

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、BIGHIT MUSIC所属アーティスト「BTS」の公式キャラクター『TinyTAN』の体験型イ

ベント「TinyTAN FUN PARK」を、2022年3月26日(土)から5月8日(日)まで東京・池袋の屋内型テーマパーク「NAMJATOWN
ナ ン ジ ャ タ ウ ン

」

をはじめ、大阪、福岡、香港で開催します。 

 

本イベントは、日本で開催される『TinyTAN』イベントとして過去最大級の規模となり、「TinyTANと一緒に過ごす時間」をテーマに、

BTSの大ヒット曲「Dynamite」と、TinyTANオリジナルアニメ「Dream ON」の世界観を体験できる展示、3種のオリジナルミニゲーム

やARアプリでTinyTANたちを探すラリーゲーム、コラボ限定デザインのおなまえシールが作れる「Names」、Dynamite衣装の

TinyTAN 90cmフィギュアと記念撮影などをお楽しみいただけます。 

 目玉としては第1会場となる「NAMJATOWN」の象徴でもある「猫」をモチーフに、ねこ耳カチューシャを着用した『TinyTAN』イラスト

が登場します。Dynamite衣装をまとったねこ耳カチューシャ付きイラストは、ぬいぐるみをはじめとしたオリジナル商品やオリジナルミニ

ゲームの景品で展開します。 

 また、イベント開催を記念して、『TinyTAN』へお花を贈る、フラワースタンド企画「FLOWER BASE」を実施します。「ナムコパークス 

オンラインストア」よりお申込みいただくと、イベント会場のフラワースタンドにお名前を掲示します。 

 

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」にて、会場で販売するオリ

ジナル商品をインターネット通販でご購入いただけるほか、会場と同じ景品が手に入るミニゲームやフラワースタンド企画のONLINE会

場もご利用いただけます。 

東京での開催終了後は、5月28日(土)～6月26日(日)に大阪の「HEP FIVE」、7月2日(土)～7月31日(日)に福岡の「キャ

ナルシティ博多」、2022年冬には香港にて開催します。 

最新情報は「TinyTAN FUN PARK」公式サイトやTwitterで順次お知らせします。 
 

「TinyTAN FUN PARK」 公式サイト https://event.bandainamco-am.co.jp/cx/funpark/ 

「TinyTAN FUN PARK」 公式Twitter： https://twitter.com/bn_funpark 

【詳細は次ページ以降をご覧ください】 
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「TinyTAN FUN PARK」 詳細 添付資料(1/6) 

◆TinyTAN世界観展示・オリジナルミニゲーム 「Dynamite」「Dream ON」                              

BTSの大ヒット曲「Dynamite」と、TinyTANオリジナルアニメ「Dream ON」の2つの世界観をテーマにしたエリアでお客さまをお迎えし

ます。 

各エリアの世界観で遊べるオリジナルミニゲームでもれなく景品がもらえるほか、「ナムコパークス オンラインストア」でも会場と同じ景品が

手に入るデジタルミニゲームをお楽しみいただけます。 

 

Dynamite 

 [オリジナルアニメーションTinyTAN | CLIP – Dynamite]の

アニメーションが流れる世界観展示のエリアです。Dynamite衣

装のTinyTAN 90cmフィギュア展示などでアニメーションの世界

観を再現します。 

また、エリア内ではもれなく景品がもらえるオリジナルミニゲーム2

種をお楽しみいただけます。 

 

◆オリジナルミニゲーム 

「Dynamite CHOICE MUSIC♪」 

Dynamiteのワンシーンを再現したレコードコーナーで、お好みのレコードを

2枚選ぼう！ 

レコードに描かれた絵の組み合わせに応じて景品がもらえます。 

1プレイ料金：600円 

＜景品＞ 

A賞：TinyTAN Dynamite ミニトート～メインビジュアル柄～ (全3種) 

B賞：TinyTAN Dynamite アクリルチャーム～フェイスデザイン～ (全7種) 

C賞：TinyTAN Dynamite マルチケース (全2種/ランダム配付) 

 

「Dynamite Let‘s GO！ガラポン」 

アイスクリーム型の巨大ガラポンを回そう！ 

出た玉の色に応じて景品がもらえます。 

1プレイ料金：600円 

＜景品＞ 

A賞：TinyTAN Dynamite ミニトート～メンバー柄～ (全7種) 

B賞：TinyTAN Dynamite アクリルチャーム～フェイスデザイン～ (全7種) 

C賞：TinyTAN Dynamite マルチケース (全7種/ランダム配付) 

 

※B賞：TinyTAN Dynamite アクリルチャーム～フェイスデザイン～(全7種)は共通の景品です。 
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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。※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 
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「TinyTAN FUN PARK」 詳細 添付資料(2/6) 
 

Dream ON 

 [TinyTAN | ANIMATION] - Dream ONが流れる世界観

展示のエリアです。まるでTinyTANとくじらに乗って空を飛んでい

るようなDream ONの世界観やアニメーション内に登場する主

人公の部屋を再現します。自分が主人公になったような写真を

撮ることもできます。 

また、エリア内では[TinyTAN l ANIMATION] - Magic Door

をテーマにしたオリジナルミニゲームをお楽しみいただけます。 

 

◆オリジナルミニゲーム 

「Magic Doorくじ」 

TinyTAN達が現れる魔法の扉を開けてみよう！ 

[TinyTAN l ANIMATION] - Magic Doorをテーマにしたタッチパネル

式のミニゲームです。扉をひとつ選択してタッチをすると、TinyTANが登場

します。登場した人数に応じて景品がもらえます。 

1プレイ料金：600円 

＜景品＞ 

ALL STAR賞：TinyTAN Dynamite ミニデスクストッカー (全7種) 

FRIEND賞：TinyTAN Dynamite アクリルスタンド (全7種) 

SMILE賞：TinyTAN Dynamite キャラクターダイカットステッカー  

(全7種/ランダム配付) 

 

 

◆会場限定企画                                                                   

会場内に隠れているTinyTAN達をARアプリを使って探し出すラリーゲームや、コラボ限定デザインのおなまえシールが作れる「Names」

を会場限定でお楽しみいただけます。 

◆ラリーゲーム 

「TinyTAN Hide and Seek」 

会場内に隠れているTinyTAN達をARアプリを使って探し出そう！ 

ARアプリを使ったラリーゲームです。TinyTANを見つけるとARアプリで一緒に

記念撮影をすることができます。指定のキャラクターを集めると素敵なプレゼン

トがもらえます。 

ご参加にはARアプリのダウンロードができ、写真撮影機能のあるスマートフォン

等の端末が必要です。 

1プレイ料金：600円 

＜景品＞ミニクリアファイル (全2種) 

 

 

© BIGHIT MUSIC. All Rights Reserved. 

※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。 

※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。 ※Names は加賀デバイス株式会社の登録商標です。 

※アプリのダウンロードやご利用に伴う通信料はお客さまのご負担となります。  

 



 

 

「TinyTAN FUN PARK」 詳細 添付資料(3/6) 
 

◆おなまえシール機「Names」 

「TinyTAN FUN PARK」限定デザインのおなまえシールが作れます。 

料金：1,000円 

種類数：全7種 

 

 

◆オリジナル商品                                                                    

「TinyTAN FUN PARK」限定のねこ耳カチューシャ付きイラストを使用したオリジナル商品を販売します。 

オリジナル商品は会場での販売のほか、「ナムコパークス オンラインストア」でもお買い求めいただけます。 

◆商品情報(一例) 

 

TinyTAN Dynamite FUNPARKオリジナル ぬいぐるみ 

(全7種) 価格：2,800円 [サイズ：18cm] 

 

TinyTAN Dynamite Name☆バッジ 

(全7種/ランダム封入) 価格：680円 

 
TinyTAN Dynamite アクリルキーホルダー 

(全7種) 価格：900円 

 
TinyTAN Dynamite ロック☆グラス 

(全7種) 価格：1,500円 

 
TinyTAN Dynamite べんりポーチ 

(全2種) 価格：1,800円 

 
TinyTAN Dynamite フェイスプリントTシャツ 

(全7種) 価格：3,500円 
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「TinyTAN FUN PARK」 詳細 添付資料(4/6) 
 

 

TinyTAN Dynamite ビジュアルバスタオル 

(全2種) 価格：2,800円 

 

TinyTAN Dynamite おでかけトートバッグ 

(全1種) 価格：2,500円 
 

・TinyTAN Dynamite CAN☆バッジ (全8種/ランダム封入) 価格：500円 

・TinyTAN Dynamite ジャガードハンドタオル (全7種) 価格：1,100円 

・TinyTAN Dynamite スマホチャージャー (全7種) 価格：3,800円 

・TinyTAN Dynamite 巾着ポーチ (全2種) 価格：1,500円 

 

◆先行抽選販売 

「TinyTAN Dynamite FUNPARKオリジナル ぬいぐるみ」を

3月26日(土)より開始するインターネット通販より早くお届けす

る先行抽選販売を実施します。 

お申込み期間：2022年3月4日(金)～3月7日(月) 

発送予定：4月下旬 

URL：https://event.bandainamco-

am.co.jp/cx/funpark/advance_lottery_sales.html 

 

※会場で販売する「TinyTAN Dynamite FUNPARKオリジナル ぬいぐる

み」と同一商品です。 

 

◆オンライン限定販売 

「TinyTAN Dynamite FUNPARKオリジナル ぬいぐるみ」の

抱っこサイズ40cmのぬいぐるみをナムコパークス オンラインストア

限定で受注販売します。 

お申込み期間：2022年3月26日(土)～7月31日(日) 

発送予定：2022年11月 

 

※以降の販売期間など、詳細は決まり次第、公式サイトやTwitterでお知らせ

します。 

 

 

 

◆ナムコパークス オンラインストア (インターネット通販) 

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

販売期間：2022年3月26日(土)～5月8日(日)  発送予定：2022年7月 

※以降の販売期間など、詳細は決まり次第、公式サイトやTwitterでお知らせします。 

※オンライン限定ぬいぐるみLサイズのみ 受注期間：2022年3月26日(土)～7月31日(日) 

 

© BIGHIT MUSIC. All Rights Reserved. 

※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。  

 
TinyTAN Dynamite FUNPARKオリジナル ぬいぐるみ 

(全7種) 価格：2,800円 [サイズ：18cm] 

 

TinyTAN Dynamite FUNPARKオリジナル ぬいぐるみLサイズ 

(全7種) 価格：11,000円 [サイズ：40cm] 

https://event.bandainamco-am.co.jp/cx/funpark/advance_lottery_sales.html
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「TinyTAN FUN PARK」 詳細 添付資料(5/6) 

◆フラワースタンド企画「FLOWER BASE」                                                    

TinyTANのイベント開催を記念して、フラワースタンドをリアルイベント会場とONLINE会場に設置します。 

皆さんのTinyTANへの思いをフラワースタンドに飾りませんか？ 

◆リアルイベント会場にお花を贈る 

ご参加いただいたお客さまのお名前とメッセージの入ったPOPが

会場のフラワースタンドに掲示されます。 
 

設置会場：東京・池袋 NAMJATOWN 

■受付期間 

2022年3月4日(金)～3月7日(月) ※3月26日より設置分 

※「ナムコパークス オンラインストア」にて受付 

URL：https://parks2.bandainamco-

am.co.jp/category/ME00002253/ 

※3月26日(土)のオープン以降はリアルイベント会場にて受付します。 

※スタンドの数には限りがあります。 

■申し込み料金 

【A】TinyTAN FLOWERスタンド ～リアル会場～ ソロ参加  1口 2,000円 (お申込みの方専用POP) 

【B】TinyTAN FLOWERスタンド ～リアル会場～ 共同参加  1口 1,000円 (連名で記載) 

 

◆ONLINE会場へお花を贈る 

会場に来れない方も、ONLINE会場でTinyTAN

の応援フラワースタンドにご参加いただけます。 

ご参加いただくとONLINE会場にお花が飾れます。 

 

■受付期間 

2022年3月4日(金)～4月30日(土) 

※「ナムコパークス オンラインストア」にて受付 

URL：https://parks2.bandainamco-am.co.jp/category/ME00002253/ 

■申し込み料金 

・TinyTAN FLOWERスタンド ～ONLINE会場～ 花束 各種 1口 500円 

キャラクター(1種)にお花を贈ることができます。お花の色は8種より1色選べます。 

・TinyTAN FLOWERスタンド ～ONLINE会場～ 花束 TinyTAN 1口 3,500円 

TinyTAN全員(7種)にお花を贈ることができます。お花の色は8種より1色選べます。 

 

 

◆参加特典 

東京・池袋でのイベント開催終了後、「ナムコパークス オンラインストア」にてお申込みいただいたお客さま全員にTinyTANからの

Thanksカード(デジタル)をメールでお送りします。お申込みいただいた会場によって特典のデザインが異なります。 
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「TinyTAN FUN PARK」 詳細 添付資料(6/6) 

◆「TinyTAN FUN PARK」開催情報                                                      

 

■TOKYO 《東京・池袋》 

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3月26日(土)～5月8日(日) 

■OSAKA 《大阪・梅田》 

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5月28日(土)～6月26日(日) 

■FUKUOKA 《福岡・博多》 

開催場所：キャナルシティ博多 

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：2022年7月2日(土)～7月31日(日) 

■ONLINE 《インターネット通販/景品ミニゲーム》 

ナムコパークス オンラインストア： https://parks2.bandainamco-am.co.jp/ 

受注期間：2022年3月26日(土)～5月8日(日) 

※オンライン限定ぬいぐるみLサイズのみ 受注期間：2022年3月26日(土)～7月31日(日) 

※以降の販売期間など、詳細は決まり次第、公式サイトやTwitterでお知らせします。 

■HONG KONG 《香港》 

開催時期：2022年冬予定 

「TinyTAN FUN PARK」 公式サイト 

https://event.bandainamco-am.co.jp/cx/funpark/ 
 

「TinyTAN FUN PARK」 公式Twitter：@bn_funpark 

https://twitter.com/bn_funpark 
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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://parks2.bandainamco-am.co.jp/
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