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アニメ「美男高校地球防衛部 LOVE！LOVE！」の 

ストアが梅田/福岡/新宿/名古屋/札幌で順次限定開催 
～新グッズとして鬼怒川＆草津ペアの限定ペア缶バッジなどが登場～ 

 

株式会社ナムコは、TV アニメ「美男高校地球防衛部 LOVE！LOVE！」のタイアップイベントとして『美男高校地

球防衛部 LOVE！LOVE！ キャラポップストア』を開催します。2016 年 9 月 24 日にスタートした新潟開催の好評

をうけ、10 月 22 日(土)の梅田での開催以降、11 月：福岡、12 月：新宿、2017 年 1 月：名古屋、2 月：札幌と全

国 5 ヵ所で順次展開します。 

 

※施設詳細ページ： http://www.namco.co.jp/chara_shop/boueibu/ 

 
■『美男高校地球防衛部 LOVE！LOVE！ キャラポップストア』について 
当ストアは、2016 年 7 月～9 月に放送された TV アニメ「美男高校地球防衛部 LOVE！LOVE！」の期間限定スト

アです(入場無料)。キャラポップストア限定の描き下ろし SD(スーパーデフォルメ)キャライラストを使用した、オ

リジナルグッズをミニゲームや物販コーナーで展開します。また、SD キャライラストのフォトスポットコーナー

もあり、好きなキャラクターの写真撮影を楽しむことができます。 

店内にはアニメの名場面を配置したフラッグ装飾など「美男高校地球防衛部 LOVE！LOVE！」の“愛”に溢れた世界

観を楽しめるストアとなっています。 

 

※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。あらかじめご了承ください。 
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＜キャラポップストア限定の描き下ろしイラストについて＞ 

「地球防衛部」のメンバーや「征服部」、「別府兄弟」など、おなじみのメンバーが放課後にみんなで仲良く「黒玉

湯」※1 へ向かう下校シーンを、可愛いキャラクター達で表現しています。 

限定描き下ろしイラストは、オリジナルグッズのほかフォトパネルとして店内に登場するため、ご来場者は好きな

キャラクターを撮影してお楽しみただけます。 

※1「黒玉湯」・・・主人公 箱根有基(はこね ゆもと)と、兄である箱根強羅(はこね ごうら)の実家の銭湯。地球防衛部のたま

り場となっていて、アニメでは防衛部みんなで入浴するシーンがよく放送されている。 

 

 

■大阪 梅田から「限定オリジナルグッズ」に新デザインが登場 

限定オリジナルグッズは全 10 種 計 64 点(物販 6 種 41 点、ミニゲーム 4 種 23 点)。好きなキャラクター同士を

繋げて楽しめる「限定アクリルキーホルダー」や、銭湯にあるロッカーの鍵をかたどった「限定アルミチャーム」

などを物販コーナーで販売いたします。 

 

なお、梅田店からは新たに、幼馴染である「鬼怒川熱史(きぬがわ あつし)＆草津錦史郎(くさつ きんしろう)」ペ

ア、眉難高校の生徒会メンバーである「有馬燻(ありま いぶし)＆下呂阿古哉(げろ あこや)」ペアとのグッズが登

場。また、ハズレなしのミニゲームで獲得できる直径 150mm の特大「缶バッジスタンド」には、眉難高校の生徒

会であり、主人公が所属する「地球防衛部」とかつて敵対していた「征服部」3 人のデザインが追加されます。 

なお、関連商品を１会計に付き 2,000 円(税込)お買い上げごとにオリジナルステッカーを１枚プレゼントします。 

 

©馬谷くらり／黒玉湯保存会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔下呂阿古哉〕    〔有馬燻〕    〔草津錦史郎〕  〔鬼怒川熱史〕   〔由布院煙〕  

〔別府月彦〕   〔別府日彦〕  〔箱根強羅〕  〔箱根有基〕  〔鳴子硫黄〕  〔蔵王立〕 
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＜商品一例＞ 

商品名：限定ペアキャラポップスタンド(全 6 種) 

価格 ：700 円(税込) 

サイズ：148×158ｍｍ 

各キャラクターがペアで描かれたポップスタンドです。背面にスタンドがついているため自立し、卓上に飾って楽

しむことができます。 

※「鬼怒川熱史＆草津錦史郎」ペアと「有馬燻＆下呂阿古哉」ペアは梅田店からの販売となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ミニゲーム「LOVE！LOVE！ガラポン」 

出た玉の色に応じてハズレなしで賞品が当たるミニゲームです。賞品は「地球防衛部」が描かれたクッションなど

「LOVE！LOVE！ガラポン」の名のとおりキャラクター達を仲睦まじい「LOVE！LOVE！」な雰囲気で配したデザ

インとなっています(Ｄ賞はキャラクターが 1 人ずつ描かれたステッカー全 10 種)。1 回 450 円(税込) 

＜賞品一例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賞品名：Ｂ賞「缶バッジスタンド」(全 5 種) 

サイズ：φ150ｍｍ 

直径 150ｍｍの特大缶バッジスタンドです。 

裏面にスタンドが付いているので自立させて 

飾ることができます。 
 

©馬谷くらり／黒玉湯保存会 

 

Ｂ賞の「征服部」トリオ、Ｃ賞の「鬼怒川熱史＆草津錦史郎」ペア、「有馬燻＆下呂阿古哉」ペアは梅田店から賞品

として登場します。 

 

※画像は全てイメージです。実際と異なる場合がございます。 

※イベント期間中に賞品が追加になる場合がございます。 

※イベント内容は予告なく変更または終了となる場合がございます。 

※商品、賞品、特典は数に限りがございます。品切れの際はご了承ください。 

「鬼怒川熱史＆草津錦史郎」ペア 「有馬燻＆下呂阿古哉」ペア 

征服部トリオ 「鬼怒川熱史＆草津錦史郎」ペア 「有馬燻＆下呂阿古哉」ペア 

賞品名：Ｃ賞「缶バッジ」(全 6 種) 

サイズ：φ75ｍｍ 
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■「美男高校地球防衛部 LOVE！LOVE！」とは 

シリーズ第 1 期となる「美男高校地球防衛部 LOVE！(びなんこうこうちきゅうぼうえいぶ ラブ)」は、「銀魂」や

「坂本ですが？」などの作品を手がけた高松信司監督によるオリジナルアニメ作品。 

眉難高校に通う「地球防衛部」のメンバーがひょんなことから「バトルラヴァーズ」に変身をし、敵が繰り出す怪

人と戦う姿をコミカルに描いている。毎回登場する怪人を演じるゲストの声優が豪華だと話題に。 

2015 年 1 月から 3 月まで第 1 期が放送され、同年 8 月に第 2 期「美男高校地球防衛部 LOVE！LOVE！(びなんこ

うこうちきゅうぼうえいぶ ラブラブ)」の制作を発表。2016 年 7 月から 9 月まで放送。 

 

 

■「キャラポップストア」とは 

アニメ・ゲームなどの作品を題材にした期間限定・体験型キャラクターショップです。作品の世界観を演出した店

内には、キャラクターパネルなどフォトスポットを設置し、お気に入りのキャラクターと写真撮影がお楽しみいた

だけます。ほかにも、ここでしか手に入らない限定オリジナルグッズの販売や、作品をモチーフにしたミニゲーム

などキャラクターファンが作品の世界観を体感することができる施設です。 

 

■「美男高校地球防衛部 LOVE！LOVE！ キャラポップストア」 開催概要【入場無料】 

開催名称：「美男高校地球防衛部 LOVE！LOVE！ キャラポップストア」namco 梅田店 

開催場所：〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原町 3-3 OS ビル 3F 

開催期間：2016 年 10 月 22 日(土)～11 月 13 日(日) 

営業時間：10:00～24:00(土日祝は 9:00～) 

 

開催名称：「美男高校地球防衛部 LOVE！LOVE！ キャラポップストア」福岡パルコ店 

開催場所：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 2-11-1 本館 8F 

開催期間：2016 年 11 月 19 日(土)～12 月 18 日(日) 

営業時間：10:00～20:30 

 

開催名称：「美男高校地球防衛部 LOVE！LOVE！ キャラポップストア」新宿アルタ店 

開催場所：〒160-0022 東京都新宿区新宿 3-24-3 5F 

開催期間：2016 年 12 月 23 日(金・祝)～2017 年 2 月 5 日(日) 

営業時間：11:00～20:30 

 

開催名称：「美男高校地球防衛部 LOVE！LOVE！ キャラポップストア」名古屋パルコ店 

開催場所：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 3-29-1 東館 4F 

開催期間：2017 年 1 月 20 日(金)～3 月 12 日(日) 

営業時間：10:00～21:00 

 

開催名称：「美男高校地球防衛部 LOVE！LOVE！ キャラポップストア」namco 札幌エスタ店 

開催場所：〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5 条西 2-1-1 札幌エスタ 9F 

開催期間：2017 年 2 月 11 日(土・祝)～3 月 12 日(日) 

営業時間：10:00～20:00 

 

※キャラポップストアでは、「美男高校地球防衛部 LOVE！LOVE！ in ナンジャタウン」で販売する 

商品の取り扱いはございません。 

※本情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容変更されることがあります。 

 


