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世界初のオフィシャル仮面ライダーグッズショップ

KAMEN RIDER STORE TOKYO

（仮面ライダーストア東京）

東京駅一番街 東京キャラクターストリートに2020年7月1日（水）オープン
東京から世界へ 日本生まれのヒーロー・仮面ライダーの情報発信基地が誕生
株式会社バンダイ（代表取締役社長：川口勝、本社：東京都台東区）と東映株式会社（代表取締役社長：多
田憲之、本社：東京都中央区）は、世界初のオフィシャル仮面ライダーグッズショップ「KAMEN RIDER STORE
（仮面ライダーストア）」の第 1 号店、「KAMEN RIDER STORE TOKYO（仮面ライダーストア東京）」を 2020 年 7
月 1 日（水）に東京駅一番街 東京キャラクターストリート（東京都千代田区丸の内 1 丁目 9-1 東京駅一番街
地下 1 階）内にオープンします。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オープンから当面の間はお
客さまのご入店を「事前予約申込制(抽選)」といたします。
※事前予約の詳細は公式サイトにてご確認ください。

※イメージ

左：「仮面ライダーストア東京」外観イメージ
上：新たに誕生した「仮面ライダー」シリーズロゴを使用したストアロゴ

「仮面ライダー」は 1971 年の放送開始以降、子どもたちが憧れる、日本を代表するヒーローとして長年親しま
れてきました。今や「仮面ライダー」を視聴し、変身ベルトをはじめとする「仮面ライダー」の玩具で遊んで育った
子どもたちは、昭和・平成・令和の 3 世代にまで拡大しています。
主人公が身につける変身ベルトは、発売後即時に売り切れることもある人気玩具として、主に子ども向けに
展開してきましたが、近年は最新の技術と造型手法を用いてハイクオリティで再現した大人向け変身ベルトシ
コ ン プ リ ー ト

セ レ ク シ ョ ン

モ デ ィ フ ィ ケ ー シ ョ ン

リーズ“COMPLETE SELECTION MODIFICATION”（以下、CSM）を発売し、3 万円を超える商品が予約開始後
即日完売するなど、大人からの支持も広がっています。
このようなファン層の広がりを受け、「仮面ライダーシリーズ」を全国に、そして世界に発信する“グッズの秘
密基地”「仮面ライダーストア」 が誕生します。オープン時には、現在 TV 放送中の「仮面ライダーゼロワン」と
そのキャストのオリジナルデザイングッズや、“東京駅”に構える店舗ならではのステーションキーホルダー、昭
和・平成・令和それぞれの時代を代表する「仮面ライダー1 号」「仮面ライダークウガ」「仮面ライダーゼロワン」
をデザインした限定のお菓子、3 世代で楽しめるアパレルなど、お土産にも最適なグッズを多数販売します。
オープン以降も従来の仮面ライダーのグッズのイメージを覆すような、“スタイリッシュ”や“キュート”をコンセプ
トにデザインしたグッズも続々ラインアップしていき、新商品の追加や展示企画などさまざまな展開を、年間を
通じて行っていきます。
ストア壁面のデジタルサイネージには、昭和・平成・令和の歴代 36 人の仮面ライダーが次々に出現。「仮面
ライダーゼロワン」が入口に展示され、仮面ライダーの世界観を味わいながらお買い物をお楽しみいただけま
す。このような時代だからこそ、仮面ライダーの持つ「力強さ」や「勇気」を、ストアを通じてお客さまに発信し、元
気や笑顔をお届けできる場所にしていきます。
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◆店舗概要
施設名称
所在地
オープン日
営業時間
施設運営
公式ツイッター

KAMEN RIDER STORE TOKYO （仮面ライダーストア東京）
東京都千代田区丸の内 1 丁目 9−1 東京駅一番街 B1 東京キャラクターストリート内
2020 年 7 月 1 日（水）
敷地面積
30.3 ㎡
10：00-20：30 （年中無休）
約 300 点
取扱商品
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
取扱商品比率：ストア限定商品 50%、
2020 年 7 月 1 日(水)から当面の間は、
点数
一般販売商品 50%
10:00-20:00 の営業となります。
※一般販売商品のうち先行販売商品 20%
株式会社バンダイ・東映株式会社
公式サイト
https://www.kamen-rider-official.com/official_shop/
https://twitter.com/KamenRiderStore

ご来店いただくお客さまならびに従業員の新型コロナウイルス感染リスクを軽減するため、以下の対応にて営業いたします。
・風邪の症状や 37.5℃以上の発熱があり、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）があるお客さまにつきましては、ご来店をお断りさせていただき
ます。
・従業員においては、就業前の健康チェックを義務付けるとともに、うがい、手洗い、消毒の励行、咳エチケット（マスク着用）の徹底など、
各種感染対策をいたします。
・混雑状況により、入場を制限させていただく場合があります。
・新型コロナウイルス感染拡大防止措置に伴い、オープン日およびオープン以降、急な営業時間の変更・臨時休業が発生する可能性があります。
・オープンから当面の間は、お客さま間での「3 密（密閉、密集、密接）」を避ける観点から、入場制限を行うため、入店を事前予約申込制(抽選)とします。
※事前予約の詳細は仮面ライダーストア公式サイト(https://www.kamen-rider-official.com/official_shop/)にてご確認ください。
お客さまの安全安心を第一に考えて営業に努めて参ります。ご理解、ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■販売商品（一部）
仮面ライダーストア東京 オリジナルグッズ一覧

『アクリルキーチェーン
仮面ライダーアタックアート 東京 ver.』
各 770 円（税 10%込）

『チョコクランチ』
972 円（税 8%込）

『T シャツ』
4,290 円（税 10%込）

『マスコットキーチェーン 仮面ライダーゼロワン』
『ぬいぐるみ 仮面ライダーゼロワン（M/L）』
キーチェーン：1,210 円／M：1,760 円／L：3,850 円（各・税 10%込）

『ステーションキーホルダー』 各 1,100 円（税 10%込）

『キッズ T シャツ』
3,190 円（税 10%込）

『マフラータオル』 1,650 円（税 10%込）

『ドロップス
仮面ライダーストアＴＯＫＹＯ』
540 円（税 8%込）

『ハイマッキー』 各 550 円（税 10%込）

※一部商品は後日オンラインショップで販売いたします。

仮面ライダーゼロワン『DX スカウティングパンダプログライズキー』
本ストアのオープンを記念して、現在放送中の「仮面ライダーゼロワン」に登場する
キーアイテム『DX スカウティングパンダプログライズキー』を、本ストアおよびバン
ダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」にて数量限定で販売します。プロ
グライズキーとは、“生物のデータをプログラムしたガジェット”という設定で、別売
りの「変身ベルト DX 飛電ゼロワンドライバー」と連動して遊ぶことができます。
※日本国内では「仮面ライダーストア東京」およびバンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」
でのみ取扱い予定です。
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『仮面ライダーシリーズ』 公式ロゴが完成
この度、「仮面ライダーシリーズ」の新しい公式ロ
ゴが完成しました。
このロゴは、オフィシャルショップやオフィシャル
サイトなどにも採用され、今後、昭和・平成・令和
と 3 つの時代の作品達を、日本全国、そして世界
へと発信していきます。
ロゴのデザインはイラストとテキストの組み合わせとなっており、イラストは「仮面ライダーシリーズ」の象徴的な
オー

デザインである「大きな眼、触覚、Ｏ シグナル」で構成され、テキストはこれまでのシリーズの番組ロゴに共通す
る「力強さ、疾走感」を引き継ぎながら、英字表記のみになるなど、新しい時代を感じさせるフォントとなりました。
■「仮面ライダーシリーズ」とは
「仮面ライダーシリーズ」は 1971 年 4 月 3 日の初代「仮面ライダー」 放送開始から、昭和・平成と数々の作品
を送り出し、令和の時代を迎えた現在も、最新作「仮面ライダーゼロワン」を放送し日本の特撮ヒーロー文化の
発展をけん引し続けているキャラクターです。一時の休止期間を経て、2000 年 1 月に復活したテレビシリーズ
は「平成仮面ライダーシリーズ」と呼ばれ、1 作目となる「仮面ライダークウガ」も今年で 20 周年を迎えました。こ
の 20 年間で生み出された番組の数は 21 作品、番組のメイン玩具である変身ベルトの販売総本数は 1,300 万
本を超えました。
当時番組を夢中で見ていた子どもたちが次々と大人になってきた今、「仮面ライダーシリーズ」は現役の子ども
達にはもちろんですが、昭和の「仮面ライダーシリーズ」のファンを含め、かつて子どもだった大人達にも「自分
のヒーロー」として愛される作品となっています。
■2019 年 仮面ライダー関連イベント実績
2019 年 12 月 7 日、8 日の 2 日間、秋葉原で開催した CSM シリーズ初となる単独展示イベント“THE HENSHIN”
は、入場待機列が最大 80 分待ちになるほど盛況で、男性のファンだけでなく女性やカップルで訪れる姿も多く
見られ、幅広い世代が「仮面ライダーシリーズ」にそれぞれの愛着を持っていることが感じられるイベントとなり
ました。
また、2010 年から開催しているライブイベント「超英雄祭」では、平日夜にも関わらず 1 万 2,000 枚のチケットが
発売後すぐに完売。番組のシリーズラストを締めくくる “ファイナルステージ＆番組キャストトークショー”は東
京・大阪・福岡の 3 都市で開催。毎年 2 万 5,000 人を動員する人気イベントになっています。
仮面ライダーストア 公式サイト https://www.kamen-rider-official.com/official_shop/
仮面ライダーストア 公式 Twitter https://twitter.com/KamenRiderStore
仮面ライダー公式ポータルサイト 仮面ライダーWEB https://www.kamen-rider-official.com/
バンダイ公式サイト https://www.bandai.co.jp
※最新の情報・詳細は公式サイトをご確認ください。
※掲載商品の仕様などは予告なく変更になる場合があります。
※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※本プレスリリースに記載の内容は 2020 年 6 月 22 日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。
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※参考資料 「仮面ライダーストア東京」における新型コロナウイルス対策について
2020 年 5 月 25 日（月）の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う政府の緊急事態宣言解除等を受け、「仮面ラ
イダーストア東京」は開業することを決定しました。
ご来店されるお客様や関係各社の従業員の皆様の安全を考慮し、以下のとおり新型コロナウイルス感染拡大
防止の対策を講じることとしますので、あわせてお知らせいたします。
（1）ご来店いただくお客様へのお願い
・事前予約申込制の導入
オープンから当面の間はご入店を「事前予約申込制(抽選)」とさせていただきます。
事前予約チケットがないお客様に関しては、ご入店ができませんので予めご了承下さい。
※事前予約申し込みページ URL：http://t.livepocket.jp/t/a8bla
※初回（7/1（水）～7/10（金）期間のご入店）のお申込み受付は、6/23（火）PM12：00 より開始いたします。
・ご来店時のマスクご着用
・体調不良時のご来店の自粛
・他のお客様との適切な距離の確保
・店内設置のアルコール消毒液による手指の消毒
・店舗独自の感染拡大防止策へのご協力
（2）店舗としての対策
・出入口を予め制限のうえ、必要に応じて、電子チケットサービス『LivePocket-Ticket』にて入店制限を実施
・入口、レジカウンターへのアルコール消毒液設置と巡回時に『消毒清掃（※1）』の強化
・レジカウンターでの飛沫防止シートの設置
・従業員全員マスクの着用
・従業員においては、就業前の『健康チェック（※2）』を義務付けるとともに、うがい、手洗い、消毒の励行、咳エ
チケットの徹底など、各種感染対策を強化いたします。
※1）1 時間おきに『消毒清掃』
・レジ周りの什器、物販商品陳列棚、買い物かごを中心とした清掃を実施いたします。
※2）毎日の『健康チェック』
・非接触型の体温計を使用した検温実施、頭痛・咽頭痛・咳・発熱の発症の際は出勤見送り
・定期的な手洗い（アルコール消毒）、うがいの励行
・37.5℃以上の発熱や風邪の症状が見られる場合は自宅待機
・身近に感染者または濃厚接触者と認定された人がいる場合は、その旨を会社に報告

以上

