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4 月 7 日（金）イオンシネマ福島に 

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』 

『ガシャポンのデパート』2 店舗同時オープン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国に「イオンシネマ」94 劇場を運営するイオンエンターテイメント株式会社（本社：東京都港区、代

表取締役社長 藤原信幸）は、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン®」の専門店『ガ 

シャポンバンダイオフィシャルショップ』及び『ガシャポンのデパート』をイオンシネマ福島（福島県福

島市）に２店舗同時に導入いたします。 

 

 近年、カプセルトイは市場規模が拡大し、子どもだけでなく大人向けのエンターテイメントとしても注

目が集まっています。映画にとどまらないエンターテイメントのプラットフォームとして、当社は 2022

年に初めて『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』をイオンシネマ内に導入し、それ以降イオンシ

ネマへの導入は 5 店舗目に広がっています。 

■『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』 

カプセルトイ市場シェア№1、バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取り揃えた店舗で、福島県内へは

初の出店です。また、映画作品に特化した商品もラインアップ。「映画」と「ガシャポン」の魅力をお

客さまにお届けいたします。 

■『ガシャポンのデパート』 

新商品から話題の商品までバンダイ以外のメーカーも取り扱い、デパートと呼ぶにふさわしい品揃えで、

カプセルトイの最新情報を発信します。イオンシネマ初導入です。 

2023 年 3 月 31 日 

イオンエンターテイメント株式会社 

▲『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』イオンシネマ福島店 

▲『ガシャポンのデパート』イオンシネマ福島店 
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イオンエンターテイメントは、これからも、映画だけでなく、あらゆるエンターテイメントをお客さま

に提供し、イオンシネマでの驚きと感動を創出してまいります。 

 

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』イオンシネマ福島店 概要 

所在地： 福島県福島市曽根田町 1-18MAX ふくしま 5 階 

営業時間： 10：00～22：00 ※イオンシネマ福島の営業時間に準ずる  

施設面積： 約 11 坪 設置面数： 210 面 

店舗 HP： https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/fukushima/ 

 

『ガシャポンのデパート』イオンシネマ福島店 概要 

所在地： 福島県福島市曽根田町 1-18MAX ふくしま 3 階 

営業時間： 10：00～22：00 ※イオンシネマ福島の営業時間に準ずる  

施設面積： 約 27 坪 設置面数： 380 面 

店舗 HP： https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/store/fukushima/ 

 

 

【『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の特徴】 

１．豊富な商品ラインアップ 

２．公式オンラインショップで購入した商品の受け取りサービス 

３．オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」 

 

1. 豊富な商品ラインアップ 

 当ショップでは、バンダイカプセルトイ新商品をすべて取り揃え、映画キャラクターの限定商品も登場

するなど、豊富な商品ラインアップを展開。また、『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式 WEB

サイトから、商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。 

※画像はイメージです。 ※価格は全て税込みです。※商品は在庫がなくなり次第終了です。 

   

ちいかわ  

みんなでもぐもぐパーティ♪２ 

 

ポケットモンスター 光る！ 

ポケモンコレクション 2 

まちぼうけ  

サンリオキャラクターズ 2 

大人気ちいかわより、食べるすがたがとって
もキュートな「みんなでもぐもぐパーティ
♪」第 2 弾が登場！ラッコが新たにラインア

ップ！ 
価格：300 円/1 回（全 4 種） 
©nagano / chiikawa committee 

 

「光る！ポケモンコレクション」シリーズ
の第 2 弾です。 
価格：500 円/1 回（全 3 種） 

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV 

Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon 

まちぼうけシリーズからサンリオキャラクタ
ーズ第 2 弾が登場！ 
価格：300 円/1 回（全 4 種） 

©'23 SANRIO Ⓛ M 
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めじるしアクセサリー 

miffy ～フレンズ～ 
すわらせ隊りある ワンピース 

アルティメットルミナス 

ウルトラマン 17 

めじるしアクセサリーmiffy にダーンとボリ
スが仲間入りしてくすみカラーで新登場！ 

わっかパーツと 8 の字パーツが付属するの
で、ポーチや傘など色々なアイテムに付けて
持ち歩こう。 

価格：300 円/1 回（全 5 種） 
Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis 

bv,1953-2023 www.miffy.com 

『ワンピース』のリアルフィギュアがガシ
ャポンに登場！ 

細部の造型にこだわったすわらせ隊のリア
ルバージョンです。 
価格：800 円/1 回（全 2 種） 

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメ

ーション 

ウルトラセブン X がアルティメットルミナス
に登場！ 

各種に含まれているパーツをそろえることで
パンドンが完成！ 
価格：500 円/1 回（全 8 種） 

©円谷プロ 

   

お菓子のペコちゃん  

カプセルヘアクリップ 
Lipton Tea くるんとーと 

ホロライブ カプセルラバーマスコット 

コレクション 01＆02 

大人気のキャンディ「ミルキー」などのお菓

子パッケージがカワイイヘアクリップに！ 
髪の毛を挟み込むなど実用性◎ 
価格：300 円/1 回（全 8 種） 

©2023 FUJIYA CO.,LTD. 

大人気シリーズ「くるんとーと」に Lipton 

Tea が登場！お洒落な柄の全４種♪ 
価格：500 円/1 回（全 4 種） 
※表記無し 

『ホロライブ』所属 Vtuber が、オリジナルイ

ラストのラバーマスコットになって登場！ 
過去に発売された第 1 弾、第 2 弾をさわやかな
ラメ入りクリアブルーベースにリニューアル

しました！ 
「ときのそら」「ロボ子さん」「夜空メル」「ア
キ・ローゼンタール」「湊あくあ」「紫咲シオ

ン」「大神ミオ」「兎田ぺこら」「天音かなた」
「雪花ラミィ」「桃鈴ねね」の全 11 種をライ
ンアップ。 

価格：500 円/1 回（全 11 種） 
Ⓒ 2016 COVER Corp. 

 

2. 公式オンラインショップで購入した商品の受け取りサービス 

欲しい商品を確実に手に入れたいお客さまや、すぐに店舗へ足を運ぶことが難しいお客さまのために、

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャル

ショップオンライン店」にてご購入された商品を、映画館のグッズ売り場カウンターで受け取ることがで

きます。 

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。 

 

3. オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」 

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味

である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」

（右記イメージ図）や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用

意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、エンター

テイメントあふれるサービスを提供します。 

※購入キャンペーンは、後日開始予定です。 
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【『ガシャポンのデパート』の特徴】 

１． カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイ「バンダイガシャポンコーナー」が登場 ! 

２． 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！ 

 

1. カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイ「バンダイガシャポンコーナー」が登場 !  

 

 カプセルトイ市場でシェアナンバーワンのバンダイの商品 

を集めた「バンダイガシャポンコーナー」が『ガシャポンの 

デパート』内に登場します。バンダイの最新の人気商品をい 

ち早く入荷し、充実した商品ラインアップを提供します 

「バンダイガシャポンコーナー」内のすべての商品は WEB 

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 

の在庫状況を確認することができます。 

 

■商品の在庫状況はこちらからご確認ください 

→ガシャどこ？PLUS https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php 

※「バンダイガシャポンコーナー」の在庫状況は店舗オープン以降にご確認いただけます。 

 

2. 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！ 

 ナムコアプリから来店時のチェックインや、空カプセル回収の協力で、ポイントやスタンプをためて、

プレゼント抽選の応募やクーポン券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。 

※カプセル回収でたまるスタンプは、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。 


