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【NEWS RELEASE】 

2020年10月20日 

株式会社KADOKAWA 

 

TV アニメ「おそ松さん」ポップアップイベント、成田アニメデッキにて 10月 27日(火)より開催！ 

成田アニメデッキ、ところざわサクラタウン、東京ジョイポリスでのスタンプラリーも実施決定！ 

 

株式会社 KADOKAWA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松原眞樹  以下 

KADOKAWA）は成田国際空港 第２旅客ターミナル本館２階の「成田アニメデッキ」にて、

大人気 TV アニメ「おそ松さん」のポップアップイベントを 2020 年 10 月 27 日(火)～11 月

30 日(月)の期間限定で開催します。 

 

ポップアップイベントでは、「おそ松さん」の６つ子をイメージしたドリンクやコラボフー

ドを提供するほか、TV アニメの場面写真などの展示や、紙飛行機に乗った描き下ろしイラ

ストの先行商品を発売します。 

 

＜コラボメニュー・ノベルティ一覧＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ノベルティの絵柄は選べません。無くなり次第終了となります。 
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<グッズショップ 商品一覧>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お一人様一会計につき同一商品のご購入は 3 個までとさせていただきます。 

※ご来店時欠品している可能性がございます。予めご了承ください。 

 

また、ポップアップイベント期間中に成田アニメデッキグッズショップにて「おそ松さん」

関連商品を一会計 3,500 円以上(税込)お買い上げのお客様に、オリジナルトランプをランダ

ムで 6 枚プレゼントします！ オリジナルトランプノベルティは周遊スタンプラリーでも

配布します。詳細はスタンプラリー概要をご確認ください。 

※レシートの合算はできません。※ノベルティは無くなり次第終了となります。※絵柄は選べません。 

 

なお、このポップアップイベントで先行発売する商品は、11 月 6 日(金)に「ところざわサ

クラタウン」（埼玉県所沢市）内にオープンする KADOKAWA 直営の体験型書店「ダ・ヴ

ィンチストア」でも販売予定です。ダ・ヴィンチストア限定トートバッグも発売しますので

お楽しみに！ 

 

■成田アニメデッキ「おそ松さん」ポップアップイベント開催概要 

開催期間：2020 年 10 月 27 日(火)～11 月 30 日(月) 

住所：千葉県成田市古込１-１ 成田国際空港第２旅客ターミナル本館２F 成田アニメデッキ 

（お店は成田空港の制限エリア外にございますので、どなたでも自由にお入りいただけます。） 
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営業時間：10:00～20:00（フード L.O.19:30）    定休日：不定休 

成田アニメデッキ公式サイト https://www.animedeck.jp/ja/narita/ 

成田アニメデッキ公式 Twitter  https://twitter.com/NRTanimedeck 

※上記以外にも新型コロナウイルス感染症対策により、イベント開催期間や営業時間等を変更する場合がございます。

最新情報は成田アニメデッキ公式サイト、公式ツイッターにてご確認ください。 

 

さらに、ポップアップイベントと連動して、成田アニメデッキ、ところざわサクラタウン、

東京お台場の屋内型遊園地「東京ジョイポリス」の 3 エリア周遊スタンプラリーイベント

も実施します。 

3 エリアのうちの該当スポット 2 か所のスタンプを集めると 2 枚、3 エリアすべてのスタン

プをコンプリートすると 12 枚、オリジナルトランプをプレゼントします。また、それぞれ

の施設で関連商品や特別チケットを購入いただくことでも、条件に応じてオリジナルトラ

ンプを複数枚お渡しします。エリア限定デザインもありますので、53 種のデザインをぜひ

コンプリートしてくださいね！ 

 

■「おそ松さん」３エリア周遊スタンプラリー概要 

開催期間：2020 年 10 月 27 日(火)～12 月 31 日(木) 

※ところざわサクラタウンは 11 月 6 日(金)13:00 からの開始となります。 

開催エリア・スタンプ台設置場所（スタンプ絵柄）： 

【A 成田アニメデッキ】グッズショップ(おそ松)／イートインレストラン（カラ松） 

【B ところざわサクラタウン】ダ・ヴィンチストア(トド松)／EJ アニメホテル(十四松） 

【C 東京ジョイポリス】東京ジョイポリスエントランス（一松）／館内アトラクション「ジ

ョイポリすごろく with おそ松さん」前（チョロ松） 

トランププレゼント条件： 

① A・B・C それぞれのエリアで、該当スポット 2 か所に行くと、2 枚プレゼント 

② A・B・C の３エリア６スポットをコンプリートすると、12 枚プレゼント 

③ 成田アニメデッキ・ところざわサクラタウンの該当スポットにてコラボメニュー3,500

円以上(税込)、もしくは「おそ松さん」関連商品 3,500 円以上(税込)ご購入いただくと

6 枚プレゼント 

④ 東京ジョイポリスにて『おそ松さん in ジョイポリバイバル‼』コラボチケットをご購

入いただくとプレゼント 

（ノベルティ付きパスポート⇒9 枚、ノベルティ付きアトラクション 1 回券⇒5 枚） 

※④に関しましては、11 月 30 日(月)までの販売です。ご注意ください。 

スタンプ台紙配布場所：成田アニメデッキ グッズショップ 

           ところざわサクラタウン ダ・ヴィンチストア 

           東京ジョイポリス 館内「インフォメーションカウンター」 
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※スタンプラリー台紙おひとり様 1 日 1 枚とさせていただきます。期間中は何度でも参加できますが全ての押印がすん

でから次の参加をお願いいたします。※トランプの交換はスタンプ台紙 1 枚につき 1 回限りとさせていただきます。※

トランプはランダムでプレゼントいたします。デザインはお選びいただけません。※レシートの合算はできません。※

関連商品に書籍は含まれません。※ノベルティの交換は会期内のみとなります。なくなり次第終了となります。※各施

設の新型コロナウイルス感染症対策は公式サイト、または Twitter でご確認ください。※本イベントの詳細は成田アニ

メデッキ公式サイトをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●成田アニメデッキ 新型コロナウイルス感染症にかかわる対応とご来店時のお願いについて 

成田アニメデッキでは入り口での検温・ソーシャルディスタンスの確保など、感染防止策を徹底

いたします。詳細はこちらをご確認ください。 

https://www.animedeck.jp/common/img/coronavirus_200629.pdf 

以下の事項に該当する場合は、ご来店の見合わせをお願いいたします。 

・体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

・同居家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染が疑われる方がいる場合 

・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡

航、又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

ご来店後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、店舗に対して速やかに濃
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厚接触者の有無等について報告をお願いします。 

●成田空港における新型コロナウイルス感染症に関する注意喚起について

https://www.narita-airport.jp/jp/news/20200117 

https://www.narita-airport.jp/jp/news/prevent_corona 

■「成田アニメデッキ」

空の玄関口、成田国際空港第２旅客ターミナル本館２F に 2019 年 11 月にオープン。

KADOKAWA が運営する約 760 ㎡のスペースの体験型エンターテインメント施設。日本が世界

に誇るアニメカルチャーやキャラクターの魅力を、グッズ・フード・イベント・フォトスポット

などさまざまな形で体感できます。マニアックなアニメファンだけでなく、国内外・老若男女を

問わず、誰もが楽しめるこれまでにない複合型の施設です。 

■「ダ・ヴィンチストア」

「発見と連想」をコンセプトにした、KADOKAWA 直営の体験型書店です。コンセプトを

もとにした新しい書棚「発見×連想ギャラリー」をはじめ、角川武蔵野ミュージアムの館長・

松岡正剛がプロデュースした「EDIT TOWN QUBE（エディットタウン・キューブ）」など、

今までにない読書体験を提供いたします。 

さらに、KADOKAWA が誇るマンガ・ライトノベル作品をより楽しむための企画や、 
KADOKAWA が運営・プロデュースするエンターテインメント施設「成田アニメデッキ」

「九州アニメデッキ」「EJ アニメホテル」と連動した“ここでしか買えないグッズ” の販売

も行います。 

店内のイベントスペースやセミナールームでは、本に関連した様々な催し物をご用意する

ほか、編集部門のノウハウを活用したワークショップや、KADOKAWA と所縁のある著名

人をお招きしたイベントを実施いたします。オープン予定日：2020 年 11 月 6 日(金) 

住所：〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田三丁目 31 番地 3 ところざわサクラタウン 2F 

https://davinci-store.jp/ 　※10月20日(火)13時サイトオープン予定
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■EJ アニメホテル 

「好きな物語に、泊まる。」をコンセプトに、アニメをはじめゲーム、コミック、映画、特

撮、アイドルなど、日本が世界に誇るあらゆるコンテンツの世界観を演出する体験型ホテル

です。 

室内装飾やオリジナルグッズはもちろん、映像、音響、ライティングを駆使し、新感覚の宿

泊サービスをご提供するほか、専用レストランでは、コラボ作品の世界を表現した本格的な

フルコースディナーをお楽しみいただけます。開業日：2020 年 10 月 1 日（木）  

住所：〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 3-31-3 ところざわサクラタウン 6 階 

定休日：無休  

客室数：33 室 スイート（1）、ジュニアスイート（4）、オルト・ジャパニーズ （和室）（4）、

デラックス（14）、スーペリア（10）  

公式サイト：https://tokorozawa-sakuratown.jp/hotel/  

公式 Twitter：https://twitter.com/ejanimehotel 

 

■「ところざわサクラタウン」 

KADOKAWA と埼玉県所沢市が共同で進める、みどり・文化・産業が調和した、誰もが「住

んでみたい」「訪れてみたい」地域づくりを行う「COOL JAPAN FOREST 構想」の拠点施

設。書籍製造・物流工場や KADOKAWA の新オフィス、イベントスペース（ジャパンパビ

リオン、千人テラス）、体験型ホテル（EJ アニメホテル）、ショップ（ダ・ヴィンチストア）、

レストラン（角川食堂）、商業施設のほか、角川文化振興財団運営の文化複合施設「角川武

蔵野ミュージアム」も建設。2020 年 11 月 6 日（金）グランドオープン予定。 

https://tokorozawa-sakuratown.jp/ 

 

■「東京ジョイポリス」 

住所：東京都港区台場 1-6-1 デックス東京ビーチ 3～5F 

公式サイト： http://tokyo-joypolis.com/  モバイルサイト：http://tjp-sega.jp 

電話番号：03-5500-1801 

通常営業時間：10：00～22：00（最終入場 21：15） ※時期によって異なります。 

特別営業時間：感染症対策として、短縮営業を実施中です。 

2020 年 10 月 1 日(木)～当面の間 

平日：10：00～20：00（最終入場 19：15）/土日祝：10：00～21：00（最終入場 20：15） 

料金：入場料（入場のみ）/大人（18 歳以上）800 円（税込）、小・中・高生 500 円（税込） 

パスポート（入場＋アトラクション乗り放題）/大人（18 歳以上）4,500 円、小・中・高生

3,500 円 

 

 

https://tokorozawa-sakuratown.jp/hotel/
https://twitter.com/ejanimehotel
http://tokyo-joypolis.com/
http://tjp-sega.jp/
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※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会 

以上 

 

【本件に関する報道関係からのお問合せ先】 
株式会社KADOKAWA レクリエーション事業局 広報宣伝課 

E-mail：rh-sakuratown-pr@ml.kadokawa.jp 




