
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 BANDAI SPIRITS（代表取締役社長：福田祐介、本社：東京都港区）は、Big Hit Entertainment

の所属アーティスト BTS のキャラクター「TinyTAN」を、ハズレなしのキャラクターくじ『一番くじ TinyTAN』（1 回 700 円 税

10％込）として 5 月上旬よりコンビニエンスストアのファミリーマート限定で発売予定です。また、クレーンゲーム機などのア

ミューズメント専用景品として「Q posket」シリーズのフィギュアを 8 月より全国のゲームセンターへ向けて順次投入予定です。

そのほかにも、アミューズメント専用景品として「Q posket」デザインの『TinyTAN 缶バッジ』・『TinyTAN スタンド付きアクリ

ルプレート』（2 月より）、『TinyTAN フリル付きぬいぐるみバッジ』・『TinyTAN マイクロファイバータオル』（5 月より）が登

場予定です。 

 

  

 
  

BTSのキャラクター「TinyTAN
タ イ ニ ー タ ン

」の国内ライセンスアウト開始にともない、 

BANDAI SPIRITSから新商品が続々登場！ 

『一番くじ TinyTAN』 2021年 5月上旬発売予定 

『TinyTAN Q
キュー

 posket
ポ ス ケ ッ ト

』 2021年 8月登場予定 

その他アミューズメント景品も 2021年 2月より続々登場！ 

2021年 1月 18日 

 



  

 

 『一番くじ TinyTAN』商品内容                                                                                                  

「一番くじ」は、BANDAI SPIRITS で展開するハズレなしのキャラクターくじです。 

「TinyTAN」が「一番くじ」のオリジナルブランド「PUNYBEANS
プ ニ ー ビ ー ン ズ

」デザインで登場します。 

メンバー7 人をモチーフとしたぬいぐるみ、ポーチ、グラス、ハンドタオル、メンバーチャームなど、全 11 等

級 31 種の中からいずれかが当たります。また、最後の 1 個を引くと手に入るラストワン賞として「MIC 

Drop ビジュアルバスタオル」がもらえます。 

発売時期は 2021年 5月上旬発売予定です。取扱店はファミリーマート限定です。 

（※店舗の事情によりお取り扱いが中止になる場合や、発売時期が異なる場合がございます。なくなり次第終了となります。） 

 

商品名 一番くじ TinyTAN 

メーカー希望小売価格 1回 700 円・税 10%込 

発売予定日 2021 年 5月上旬発売予定 

等級 全 11等級 31 種+ラストワン賞     

セット内容 RM 賞、Jin 賞、SUGA 賞、j-hope 賞、Jimin 賞、V 賞、Jung Kook 賞 

（ぬいぐるみ/各全 1 種/約 160mm） 

ポーチ 賞（全 2 種/約 280mm） 

グラス 賞（全 7種/約 80mm）※クローズドパッケージ 

ハンドタオル 賞（全 7 種/約 250mm） 

メンバーチャーム 賞（全 8 種/約 50～100mm）※クローズドパッケージ 

ラストワン賞 MIC Drop ビジュアルバスタオル(約 1,200mm） 

国内販売ルート ファミリーマート限定 ※お取り扱いのない店舗もあります 



  

 

 アミューズメント専用景品 「Q posket」デザインシリーズ 商品内容                                                         

2021年8月には、バンプレストブランドの人気フィギュア「Q posket」シリーズから、「TinyTAN」

の7人を一気に商品化いたします。大きく艶のある瞳と、ふんわりと優しいほっぺたの質感、大胆な

アレンジと繊細な造形が特徴です。髪の毛の造形をはじめ、服のしわや靴の質感など、細部まで

作り込んでいます。本体は同梱の台座にセットして飾ることができ、カラーは各商品ノーマルカラーとスペシャルカラーの2種で展開

予定です。取扱店は全国のゲームセンター、アミューズメント施設などです。 

 

 

商品名 TinyTAN Q posket-RM- [MIC Drop] 

TinyTAN Q posket-Jin- [MIC Drop] 

TinyTAN Q posket-SUGA- [MIC Drop] 

TinyTAN Q posket-j-hope- [MIC Drop] 

TinyTAN Q posket-Jimin- [MIC Drop] 

TinyTAN Q posket-V- [MIC Drop] 

TinyTAN Q posket-Jung Kook- [MIC Drop] 

投入時期 2021 年 8月より順次登場予定 

サイズ 約 140mm ※TinyTAN Q posket-Jung Kook- [MIC Drop]は約 150mm 

国内販売ルート 全国のゲームセンター、アミューズメント施設など  ※アミューズメント専用景品 ※お取り扱いのない店舗もあります 

 

 

 



  

 

＜「Q posket」シリーズオリジナルデザインの「TinyTAN」の景品が 2021年 2月から続々登場！ ＞ 

バンプレストブランドの人気フィギュア「Q posket」のオリジナルイラストを使用した「TinyTAN」の商品を、2021 年 2 月以降、

全国のアミューズメント施設などで順次投入予定です。メンバー7 人が「Q posket」の特徴的な世界観でイラスト化されたデザ

インとなっています。 

 

『TinyTAN 缶バッジ』 

「Q posket」イラストのバストアップデザインを使用した缶バッジです。「MIC Drop」の楽曲の世界観を表現したデザインになって

います。 

 

 

 

 

 

商品名 TinyTAN 缶バッジ 

投入時期 2021 年 2月 6 日（土）より順次登場予定 

サイズ 約 80mm 

国内販売ルート 全国のゲームセンター、アミューズメント施設など  ※アミューズメント専用景品 ※お取り扱いのない店舗もあります 

 

『TinyTAN スタンド付きアクリルプレート』 

透明のアクリルプレート本体に「Q posket」イラストの「TinyTAN」メンバーをそれぞれ 1人ずつデザインし、台座のアクリルプレー

トにも名前をデザインしています。台座に差し込むことで立たせることができ、机などに並べて飾ることができます。 

 
商品名 TinyTAN スタンド付きアクリルプレート 

投入時期 2021 年 2月 27日（土）より順次登場予定 

サイズ 約 150mm 

国内販売ルート 全国のゲームセンター、アミューズメント施設など  ※アミューズメント専用景品 ※お取り扱いのない店舗もあります 



  

 

『TinyTAN フリル付きぬいぐるみバッジ』 

カラフルな色合いとサテンリボンが特徴の「Q posket」イラストのぬいぐるみバッジです。ロゼットのようなフリル付きデザインで、 

裏面には安全ピンが付いています。 

 

 

『TinyTAN マイクロファイバータオル』 

「Q posket」イラストのマイクロファイバー生地を使用したタオルで、全 4種、横幅約 820mmの大きめサイズです。 

 

商品名 TinyTAN マイクロファイバータオル 

投入時期 2021 年 5月より順次登場予定 

サイズ 約 820mm 

国内販売ルート 全国のゲームセンター、アミューズメント施設など  ※アミューズメント専用景品 ※お取り扱いのない店舗もあります 

 

 

 

商品名 TinyTAN フリル付きぬいぐるみバッジ 

投入時期 2021 年 5月より順次登場予定 

サイズ 約 150mm 

国内販売ルート 全国のゲームセンター、アミューズメント施設など  ※アミューズメント専用景品 ※お取り扱いのない店舗もあります 



  

 

 

◆「TinyTAN」とは  

BTSのメンバー7人が、可愛いTinyTANキャラクターとして誕生しました！ 

MAGIC DOORを通じて現実世界を行き来するTinyTAN。 

ある日突然魔法のように現れ、皆さまを癒す秘密の友達になってくれるでしょう。   

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「TinyTAN」は2020年8月、BTSの「第2の自我」が発現してキャラクターになったというコンセプトのもと、7人のメンバーが可

愛い姿となって誕生したキャラクターです。「TinyTAN」には、BTSメンバーの容姿や小さな習慣まで投影されているだけでなく、

メンバーらが音楽やパフォーマンスで伝えてきた前向きな影響力、共感や癒しのメッセージまで、そのまま具現され、多くのグ

ローバルファンから愛されています。 

 

 

「PUNYBEANS」とは 

BANDAI SPIRITSで展開する「一番くじ」のオリジナルデフォルメブランドです。 

お豆のような“ぷにっ” “ころん”とした、赤ちゃんのようなフォルムがポイントです。 

 

 

「Q posket」とは  

BANDAI SPIRITSのバンプレストブランドが展開するアミューズメント景品フィギュアの人気シリーズで、大きく 

艶のある瞳と、ふんわりと優しいほっぺたの質感、大胆なアレンジと繊細な造形を高いクオリティで実現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※プレスリリースの内容は 2021年 1 月 18 日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。 

※プレスリリースに掲載の商品・画像は、開発中のため仕様などが変更になる可能性がございます。 

 

『一番くじ TinyTAN』 特設サイト：https://bpnavi.jp/t/tinytan_01-01   

 

「Q posket」 公式サイト：https://sn.bpnavi.jp/qposket/   

「Q posket」 公式 Instagram：https://www.instagram.com/qposketjp/   

バンプレストナビ：https://bpnavi.jp/s/toru/  

 

株式会社 BANDAI SPIRITS HP：https://www.bandaispirits.co.jp/  

https://bpnavi.jp/t/tinytan_01-01
https://sn.bpnavi.jp/qposket/
https://www.instagram.com/qposketjp/
https://bpnavi.jp/s/toru/
https://www.bandaispirits.co.jp/

