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「オトメイト」“夏の描き下ろし”が限定ストアに登場！ 
七福神に扮した“薄桜鬼 真改”、マリンスタイルの“AMNESIA”キャラクターを限定グッズで展開 

6月 29日（木）から新宿アルタ、イオンモール KYOTOに期間限定オープン！ 

 

全国で約 220 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、女性向け恋愛ゲームブランド「オ

トメイト」の期間限定イベントストアである『オトメイト キャラポップストア』にて、2017 年 6 月 29 日(木)

から新宿アルタ（東京都新宿区）、namco イオンモール KYOTO（京都府京都市）で夏のリニューアルを実施し、

年間取り扱いタイトルの「薄桜鬼 真改」に加え、「AMNESIA（アムネシア）」を新タイトルとして取り扱いま

す。なお、2017 年 8 月 11 日（金・祝）からは天神ビブレ（福岡県福岡市）でも取り扱いを開始いたします。 

今までの冬・春の展開同様、夏のリニューアルでも各タイトルで新しい描き下ろしが登場し、お守り風キーホ

ルダーやマリンロープがついたトートバッグなど描き下ろしイラストの限定グッズを展開します。 
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■キャラポップストア公式 HP  http://www.namco.co.jp/chara_shop/otomate/ 
 

「オトメイト キャラポップストア」  施設概要 【入場無料】 

【施設名称】「オトメイト キャラポップストア」 新宿アルタ店 

【開設場所】〒160-0022 東京都新宿区新宿 3-24-3 新宿アルタ 5F 

【開設時期】2017 年 6月 29 日（木）～8 月 6 日（日）  【営業時間】11:00～20:30 

【施設名称】「オトメイト キャラポップストア」 天神ビブレ店 

【開設場所】〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 1-11-1 天神ビブレ B2F 

【開設時期】2017 年 8月 11 日（金・祝）～10月 1 日（日） 【営業時間】10:00～20:30 

【施設名称】「オトメイト キャラポップストア」namco イオンモール KYOTO 店 

【開設場所】〒601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町 1 番地 イオンモール KYOTO Sakura 館 4F 

【開設時期】2017 年 6月 10 日（土）～8 月 27 日（日）  【営業時間】10:00～21:00 

※namco イオンモール KYOTO 店は現在春のタイトルで開催中です。6月 29 日から夏のタイトルに切り替わります。 
 

※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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【イベント概要】 

■オリジナルグッズの販売（グッズ紹介一部） 

 

名 称 ：マリンスタイルトート（AMNESIA） 

価 格 ：2,160 円（税込） 

サイズ：約 390×290×120ｍｍ 

特 長 ：※特長を教えてください。 

描き下ろしイラストのマリンスタイルに合わせ、トートの

持ち手部分もマリンロープに。このトートをもって、彼ら

と一緒に夏のバカンスを楽しめます！  

 

 

 

 

 

名 称 ：アクリルスタンド（薄桜鬼 真改） 

価 格 ：980 円（税込） 

サイズ：本体 60×45ｍｍ 土台部分 35ｍｍφ 

特 長 ：人気のアクリルスタンドです。七人揃えて飾れば 

福が舞い込むこと間違いありません。 

 

 

 

 

■ミニゲーム「彼は王子？or 騎士？大変身レース！」  

1PLAY 500 円（税込） 

 

名 称 ：A 賞「スタンド色紙」（AMNESIA） 

サイズ：約 120×135ｍｍ 

特 長 ： 

バカンスを楽しむ彼らが描かれたミニ色紙です。 

ミニサイズなので飾りやすさ抜群！ 

彼らとのひと夏の思い出に残るアイテムです。 

 

 

 

 

■ミニゲーム「薄桜鬼 真改 満開幸福おみくじ」 

 1PLAY 500 円（税込） 

 

名 称 ：A 賞「お守り風キーホルダー」（薄桜鬼 真改） 

サイズ：約 47×70ｍｍ 

特 長 ：七福神に扮した隊士達を文字通り「お守り」として

持ち歩けるキーホルダーです。 
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■ぬいぐるみ専用バッグ 

ぬいぐるみ専用のおでかけバッグで、お気に入りのぬいぐるみがすっぽり入ります。専用バッグだから、ぬ

いぐるみも顔を出した状態でバッグにおさまり、大切なぬいぐるみと一緒にお出かけを楽しむことが出来ま

す。フードを被った姿もとってもキュート！雨の日だって安心です。 

 

価 格 ：2,980 円（税込） 

サイズ：約ｈ150×ｗ150×ｄ120ｍｍ ※高さはフード部分を除きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※撮影に使用したのは「株式会社 Gift」様の「薄桜鬼 ぬいぐるみシリーズ 26 斎藤一 隊服 ver.2」です。 

「株式会社 Gift」様 HP：http://gift-gift.jp/index.html 

 

■開催に先駆けて限定オリジナルグッズが当たるツイッターキャンペーンを実施 

当ストアの開催に先駆けて、オリジナルグッズが当たるツイッターキャンペーンを実施します。6 月 21 日(水)

にキャラポップストア アカウント(@chara_pop)が発信したキャンペーンツイートをリツイート＆フォローし

た方に抽選でオリジナルグッズが当たります。 

 

＜プレゼントするグッズ 一例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

ショルダーバッグでの使用例。

紐が太いのでお好きな缶バッ

ジをつけて飾れるようになっ

ています。 

バックルを外して紐を短くし

て使用した例。トートバッグな

どに装着しても違和感なくお

出かけできます。 

トートバッグだけでなく、キャ

リーケースなどにも無理なく

装着可能。お気に入りのぬいぐ

るみとどこでも一緒です。 

お気に入りのぬいぐるみが“す

っぽり”入ります。フードには

耳がついていて、とってもキュ

ートです。 

耳つきフードを脱がせた状態。

前面のポケットには缶バッジ

などお気に入りのグッズを入

れて飾り付けもできます。 

バッグはかわいいレースが周

囲を飾っています。バックルを

外して紐を短くすることも可

能です。 

当選人数：30 人（予定） 

抽選で選ばれたお客様には、ミニゲームで獲

得できる 4 種類のグッズ（お守り風キーホル

ダー、DX ポストカード、スタンド色紙、75

ｍｍ丸缶バッジ）の中からお好きなグッズを

お一つプレゼントします。 

「DX ポストカード」 

薄桜鬼 真改 

「75ｍｍ丸缶バッジ」 

AMNESIA 
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「AMNESIA （アムネシア）」とは 

『AMNESIA』（アムネシア）は、アイディアファクトリー（オトメイト）より発売された PlayStation Portable・

PlayStation Vita 用乙女ゲーム。ドラマ CD、TV アニメ、音楽 CD、漫画、小説、ミュージカルなどさまざまな

展開がなされている。 

 

■『オトメイト キャラポップストア』について 

当ストアは、「薄桜鬼(はくおうき)」や「AMNESIA(アムネシア)」などの女性向け恋愛ゲームを展開するアイデ

ィアファクトリーのゲームブランド「オトメイト」のイベントショップです(入場無料)。描き下ろしイラスト

を使用したオリジナルグッズを物販やミニゲームで提供しています。 

2017 年度の『オトメイト キャラポップストア』は、「四季で楽しむオトメイト」をテーマに、「冬・春・夏・

秋」と、時期ごとに販売されるシーズナルグッズで季節の移り変わりを感じていただけます。新選組をモチー

フにした「薄桜鬼」シリーズのリメイク作品である「薄桜鬼 真改(しんかい)」をメインタイトルに据えて年

間を通じて展開し、その他のシーズンタイトルは季節ごとに入れ替わります。 

さらに、各季節のイベントをテーマにした新しいデザインの描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ

も続々登場。またゲームの結果に応じて限定オリジナルグッズがもらえるミニゲーム(1 回 500 円/税込)もご

用意しています。 


