報道関係各位

2020 年 7 月 28 日

News Release

http://bandainamco-am.co.jp

設置総数 2,200 面！オトナの女性も楽しめる日本最大級のカプセルトイ専門店

『ガシャポンのデパート』を横浜と博多にオープン
2020年8月1日(土)横浜店、8月8日(土)博多店
株式会社バンダイナムコアミューズメント(本社:東京都港区/社長:萩原 仁)は、新業態のカプセルトイ専門店『ガシャポンのデパー
ト』を、2020年8月1日(土)「横浜ワールドポーターズ」(横浜市)、8月8日(土)「キャナルシティ博多」(福岡市)に開業いたします。

『ガシャポンのデパート』は、バンダイナムコアミューズメントが企画・運営・プロデュースするカプセルトイ専門店で、日頃から新しい商品
を探しているカプセルトイファンの”ガシャポン活動(ガシャ活)を豊かにする”をコンセプトに、デパートと呼ぶにふさわしい2,200面設置と
商品構成、知識豊富なスタッフなどを通してカプセルトイの最新情報を発信し、話題の商品を提案します。
カプセルトイはかつての“子供向けの安価なおもちゃ”というイメージから、今では精巧・多様な商品が気軽に楽しめる“大人がハマる
趣味”として多くのコレクターや女性ファンから支持を得ています。毎月200種類ものカプセルトイが発売されることや、ハンドルを回す楽
しさ、欲しいものを手に入れる楽しさに加え、コレクションする楽しさなど、様々な楽しみを生み出しています。
当デパートは圧倒的な品揃えのなか、カプセルトイが本来持つ「何が出るかわからないワクワク感」に加え、商品知識が豊富なスタッ
フの配置やスマートフォンアプリの活用を通して、「品揃えと専門性」、「安心感」、「高揚感」を兼ね備えた今までにないガシャポン体験
をお楽しみいただけます。
《 店舗の特徴 》
１：日本最大級 2,200 面！キャラクターから雑貨まで圧倒的な品揃えはもはや“デパート”！
２：カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイ公式「ガシャポンオフィシャルショップ」がショップインショップとして登場！
３：ポイントがたまる！使える！情報が届く！スマホの「ナムコポイントアプリ」で“ガシャ活”を楽しくなる！
【ガシャポンのデパート公式サイト】https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/
※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。
※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。あらかじめご了承ください。※画像はイメージです。
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1：日本最大級 2,200 面！キャラクターから雑貨まで圧倒的な品揃えはもはや“デパート”！
バンダイの商品はもちろん、様々なブランドの商品が購入できます。※取り扱い商品例です。

ハグコット 鬼滅の刃(全 6 種）

すずめばち(全 3 種)

魔進戦隊キラメイジャー
キラメイジャースイング 02(全 5 種)

コードをかわいくハグするケーブルマスコット

すずめばちを全長約 150mm で再現！

史上最高のキラメキ！魔進戦隊キラメイジャーの

「ハグコット」に鬼滅の刃が登場！

「神秘的な昆虫の生態」を感じることが出来る

スイングの第 2 弾が登場！

価格：300 円/1 回（税込）

可動フィギュアです。

ⓒ吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

価格：500 円/1 回（税込）

6 人目の戦士キラメイシルバー＆代役ンも収録！

ⓒBANDAI

＃ハッシュタグつける 2 (全 16 種)

価格：200 円/1 回（税込）
ⓒ2020 テレビ朝日・東映 AG・東映

HG ドラゴンボール超 07
未来からの SOS 編(全 5 種)

ハグコット サンリオキャラクターズ 4(全 6 種)

推しを推しまくれるラバーの第２弾！第 1 弾には

HG ドラゴンボール第 07 弾！未来トランクス編の

ケーブルやイヤホンにサンリオのキャラクターたちが、

なかったカラーと文でより一層推しを推しまくれます。

キャラクター達が一挙ラインナップ！

かわいく HUG♡するマスコット！

今日も推しが尊い。

価格：300 円/1 回（税込）

第４弾はピアノちゃんが仲間入り♪

価格：200 円/1 回（税込）

ⓒバードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

価格：200 円/1 回（税込）

ⓒBANDAI

ⓒ'76, '01, '20 SANRIOⓁ

モンスターストライク

鬼滅の刃

サンリオキャラクターズ

カプセルラバーマスコット 18（全 7 種）

滅！カプセルラバーマスコット３（全 12 種）

ジェムリーズ 2(全 4 種)

2020 年 11 月公開予定の映画を記念した

鬼滅の刃カプセルラバーマスコットの第 3 弾！

カプセルを組み立てるとトレイ付きのジュエリースタンド

アプリ内期間限定イベント「ルシファー 絶望の

柱が全員ラインナップされたラバーがついに登場！

になるジェムリーズシリーズからサンリオキャラクターズの

夜明け 映画公開決定記念」に登場する期間

価格：300 円/1 回（税込）

限定キャラクター達が早くもラバーマスコットになって

ⓒ吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

第 2 弾が登場です♡

登場！
価格：300 円/1 回（税込）
ⓒXFLAG
※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です

ジュエリーや文房具も収納できるので、実用的！
価格：300 円/1 回（税込）
ⓒ'76, '89, '20 SANRIOⓁ

※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。あらかじめご了承ください。 ※画像はイメージです。
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2：カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイ公式「ガシャポンオフィシャルショップ」がショップインショップとして登場
カプセルトイ市場でシェアナンバーワンのバンダイ公式「ガシャポンオフィシャルショップ」
が『ガシャポンのデパート』に登場。バンダイの最新の人気商品がいち早く入荷され、充
実した商品ラインアップを提供します。ガシャポンオフィシャルショップ内のすべての商品
は WEB ページから在庫の検索ができるので、お店を訪れる前に欲しい商品の販売状
況を確認することができます。
オフィシャルショップならではのフォトスポットの導入やイベント、情報発信を行ってまい
ります。
■商品の販売状況はこちらからご確認下さい
ガシャどこ？PLUS
https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php
※「ガシャポンオフィシャルショップ」の販売状況は店舗オープン以降にご確認頂けます。

3：ポイントがたまる！使える！情報が届く！スマホの「ナムコポイントアプリ」で“ガシャ活”が楽しくなる！
ナムコアプリからご来店時のチェックインや、空カプセル回収の
ご協力でスタンプをためることができ、たまったスタンプはクーポン
券やプレゼント抽選の応募に使用することができます。アプリでは
商品の入荷状況や、在庫状況も確認できます。

【ナムコポイントアプリとは】
バンダイナムコアミューズメントの「namco」や『ガシャポンのデパート』
の店舗がお得に楽しくなる無料のポイントアプリです。
「店舗への来店」や「アプリ内クエストをクリア」することでポイントを獲
得。獲得したポイントは「各種プレゼント」への応募や「ゲームがお得
に遊べるクーポン」に交換できます。

・ナムコポイントアプリダウンロード URL：https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/

※カプセル回収で溜まるスタンプは、一日の上限があります。
※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。
※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。あらかじめご了承ください。 ※画像はイメージです。
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《ガシャポンのデパート開業記念キャンペーン》

その１：Twitter フォロー&リツイートキャンペーン
“ガシャポンのデパート開業記念”ガシャポンのデパート公式アカウントと最寄りの店舗をフォローし、
キャンペーンツイートをリツイートすると、抽選で合計 6 名様にご自宅でもガシャポンが
楽しめる、「バンダイ公式ガシャポンマシン」などが当たります！
ⓒBANDAI

その２：ナムコアプリ店舗フォロー＆チェックインキャンペーン
“ガシャポンのデパート開業記念”ナムコポイントアプリから、ガシャポンのデパート店舗をフォロー
すると「ハムリーの大きなガシャポン」が体験できるクーポン券をプレゼント！
さらに店舗にご来店(チェックイン)いただくと、2000pt プレゼント！

© Hamleys - 2020 - All rights reserved

《店舗における新型コロナウイルス感染症対策について》
ガシャポンのデパート 横浜ワールドポーターズ店／キャナルシティ博多店ではお客さまと従業員の感染防止の観点から、次の取り組みを行っておりま
す。

・対人距離確保のため、従業員はお客さまと一定の間隔を取ってご案内いたしますことをご了承
ください。
・従業員には就業前の健康チェックを義務付けるとともに、うがい、手洗い、消毒の励行、マスク
の着用や咳エチケットの徹底など、各種感染対策を強化いたします。
・お客さまのご来場状況により入場制限をさせていただく場合がございます。

〈お客さまへのお願い〉
・ご来場の際はマスクの着用や咳エチケット等と併せてお客さま同士の対人距離確保へのご協力
をお願いいたします。また、各施設内に手指消毒液をご用意しておりますのでご利用ください。
・風邪の症状や 37.5°C 以上の発熱があり、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）
があるお客さまにつきましては、ご入店をお断り申し上げます。

※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。
※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。あらかじめご了承ください。 ※画像はイメージです。
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《店舗情報》

ガシャポンのデパート 横浜ワールドポーターズ店
《所在地》
神奈川県横浜市中区新港 2-2-1
横浜ワールドポーターズ 2 階 ハムリーズ内
《営業時間》
10：30～21：00
《規模》
設置総数：2,200 面

面積

：約 110 坪
ガシャポンのデパート キャナルシティ博多店

《所在地》
福岡県福岡市博多区住吉 1-2-74
キャナルシティ博多サウスビル B1 ハムリーズ内
《営業時間》
10：00～21：00
《規模》
設置総数：2,200 面

面積

：約 120 坪

ガシャポンのデパート公式サイト https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/

※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です
※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。あらかじめご了承ください。 ※画像はイメージです。

