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ガルパンのショップが「大洗春祭り海楽フェスタ」に出店  
激レアボコなどショップ限定グッズ 6点を 3月 18日より販売 

 

全国で約200店舗のアミューズメント施設を運営する株式会社ナムコは、アニメ「ガールズ＆パンツァー 劇

場版」の舞台となる茨城県・大洗町にて開催される「大洗春祭り海楽フェスタ」に、限定オリジナルグッズを

販売する『ガールズ＆パンツァー 劇場版 キャラポップストア』を 2017 年 3 月 18 日(土)から 3 月 20 日(月・

祝)の期間で出店します。 
 

■『ガールズ＆パンツァー 劇場版 キャラポップストア』について 

当ストアは、アニメ「ガールズ＆パンツァー 劇場版」のショップ限定オリジナルグッズの販売などを 2015

年 11 月より日本各地で開催しているイベントショップです。このたび 2017 年 3 月 19 日（日）に開催され

る「大洗春祭り海楽フェスタ」に出店。 

 

今回は、作中に登場するクマのぬいぐるみ“ボコられグマの「ボコ」”が県立大洗女子学園のパンツァージ

ャケットを着たマスコットや、マスコットの着せ替えアイテム「ボココレクションジャケット」、劇中で登場

するテーマパーク“ボコミュージアム“で使われていそうな、「なりきりカチューシャ」など、3 種を含めた 6

アイテムを新たに投入。さらに 2016 年 11 月に行われた「大洗あんこう祭」で完売した「激レアボコ」の再

販を含め 35 種類の商品を取り扱います。 

 また、会場購入特典として 1,000 円（税込）ご購入ごとにお渡ししている従来のオリジナルブロマイド（全

11 種）に加え、5,000 円（税込）ごとに新作オリジナルステッカー（全 2 種）をランダムにてプレゼントい

たします。 

＜新オリジナルグッズ＞ 
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■キャラポップストア公式 HP：http://www.namco.co.jp/chara_shop/girls-und-panzer/ 

『ガールズ＆パンツァー劇場版 キャラポップストア』 施設概要【入場無料】 

【施設名称】「ガールズ＆パンツァー劇場版 キャラポップストア」大洗春祭り海楽フェスタ店 

【開設場所】〒311-1305 茨城県東茨城郡大洗町港中央 11-2 

【開設時期】2017 年 3月 18 日(土)～3 月 20 日(月・祝) 【営業時間】10:00～19:00 
 

※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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■新登場のオリジナルグッズ 

商品名：「ボココレクション 大洗セット」 

価格 ：2,000 円(税込) 

種類 ：全 1 種 

特長 ：ボコられグマの“ボコ“の着せ替えが楽しめる 

「ボココレクション」。本セットでは県立大洗女子学園の 

「パンツァージャケット」が付属します。ボールチェーン 

キーホルダー付きのためバッグなどに付けることも可能です。 

 

 

商品名：「ボココレクション ジャケット」 

価格 ：各 800 円(税込) 

種類 ：全 3 種 

(黒森峰女学園、アンツィオ高校、聖グロリアーナ女学園) 

特長 ：「ボココレクション」に対応した着せかえジャケッ

トです。主人公が所属する「県立大洗女子学園」のライバル

校のジャケット全 3 種を用意。 

 

 

商品名：「なりきりカチューシャ」 

価格 ：各 1,500 円(税込) 

種類 ：全 2 種(ボコミミ、アンチョビ) 

特長 ：ボコられグマの“ボコ”、アンツィオ高校の

“アンチョビ“になりきれるアイテムです。 

 

 

商品名：「ワッペンバッジ(ローズヒップ)」 

価格 ：1,000 円(税込) 

特長 ：聖グロリアーナ女学院のローズヒップをデフォルメに

した約 W100×H100ｍm サイズのワッペンバッジです。 

 

 

 

 

商品名：「GUP トートバッグ」 

価格 ：3,000 円(税込) 

種類 ：全 1 種 

特長 ：イベントに大活躍！複数の収納箇所を備えたビッグサ

イズトートバッグです。(サイズ：W310×H385×D130ｍｍ) 
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商品名：「クロスタンク T シャツ」 

価格 ：各 2,800 円(税込)  

種類 ：全 2 種(白／黒) 

サイズ：S／M／L／LL 

特長 ：ナムコ限定描き下ろしイラストにて各隊長が着用している

新 T シャツ。成りきり必須アイテムです。 

 

 

 

＜「ガールズ＆パンツァー劇場版 ジュラルミンジャケット iPhone7Plus 版」特別展示＞ 

ショップ開催中、通信販売にてお求めいただける「ガールズ＆パンツァー劇場版 ジュラルミンジャケット

iPhone7Plus 版」の実物を展示いたします。実際に手に取って重厚な作りをお確かめください。通信販売サイ

ト「プレミアムバンダイ」にて、2017 年 3 月下旬から受注開始予定です。 

 

【商品名】 

ガールズ＆パンツァー劇場版 ジュラルミンジャケット 

大洗仕様(iPhone7 Plus 対応) 
 

ガールズ＆パンツァー劇場版 ジュラルミンジャケット 

黒森峰仕様(iPhone7 Plus 対応) 
 

【価格】 

各 15,000 円(税込)(送料・手数料別途) 

 

【受注開始】 

3 月下旬よりプレミアムバンダイにて受注開始予定 

（※受注ページはまだオープンしていません） 
 

【本製品の特徴】 

ジュラルミン製の iPhone 保護ケースです。 

デザインは 2 種(大洗仕様／黒森峰仕様) 

ご用意しております。過去に受注した 

「iPhone 6＆6s 対応サイズ」「iPhone 7 対応サイズ」 

に加えて「iPhone7Plus 対応サイズ」をご用意いたしました。 

 

【製品素材】 

ジュラルミン・アルミニウム・エラストマー・シリコン 
 

【生産国】 

日本 

 

【発売元】 

株式会社ナムコ 
 

※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、賞品は数に限りがございます。品切れの際はご了承ください。 
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■「大洗春祭り海楽フェスタ」について 

「大洗春祭り海楽(かいらく)フェスタ」は、茨城県東茨城郡大洗町で 2012 年から毎年 3 月に行われている地

域振興イベントです。模擬店・物産展のほか、大洗町が舞台のアニメ「ガールズ＆パンツァー」に出演する声

優のトークショーなども行われています。 

 

 

■アニメ「ガールズ＆パンツァー 劇場版」について 

2012 年 10 月から同年 12 月までと 2013 年 3 月に放送されたテレビアニメ。乙女の嗜みである「戦車道」に

則り、女子高生が戦車に乗って“競技“を行い、友情、絆を深め合うハートフル・タンクストーリー。全 12

話+総集編 2 話。「ガルパン」と呼ばれファンから親しまれています。2015 年 11 月に劇場版が公開され記録

的ヒットを継続中。2016 年 11 月 27 日現在で、累計興業収入：24 億 4084 万 9294 円、累計動員数：142 万

1237 人。 

参照 URL：ガールズ＆パンツァー公式ブログ 

http://girls-und-panzer.at.webry.info/201611/article_11.html 

 

 

■「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。他にも、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。 

キャラポップストア URL： http://www.namco.co.jp/chara_shop/ 


