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ナムコ・
ナムコ ・ ナンジャタウンニュース
「銀幕 ヘタリア Axis Powers Paint it,
it,White（
White（白くぬれ！）
くぬれ！）」
！）」公開記念！
公開記念！

「ヘタリア in ナムコ・
ナムコ・ナンジャタウン」
ナンジャタウン」開催！
開催！
２０１０年
２０１０年５月２２日
２２日（土）～２０１０
）～２０１０年
２０１０年７月１１日
１１日（日）
株式会社ナムコが運営する思い出とトキメキのテーマパーク「ナムコ・ナンジャタウン」（東京・池袋）では、2010 年 5 月
22 日（土）から 7 月 11 日（日）まで、「銀幕 ヘタリア Axis Powers Paint it,White（白くぬれ！）」の公開（6 月 5 日公開）
を記念したイベント「銀幕 ヘタリア Axis powers Paint it,White（白くぬれ！）公開記念 ヘタリア in ナムコ・ナンジャタウ
ン」を開催いたします。
期間中「ヘタリア デザート＆フード」が登場するほか、5 月 29 日（土）から「期間限定 ヘタリア アトラクション 肉じゃ
が誕生物語」がスタート。さらに 6 月 5 日（土）よりガラポン屋台「まるかいて地球ポン（ヘタリアガラポン）」が登場。また、
入口チケット販売窓口では「ヘタリア」デザインのパスポート券とヘタリアアトラクション券がセットになった『劇場版「ヘタリ
ア」公開記念 ヘタリアパスセット』（数量限定品）を 6 月 5 日（土）より販売開始いたします。

「ヘタリア デザート＆
デザート＆フード」
フード」全２５種登場
２５種登場！
種登場！
ナンジャタウンオリジナルの「ヘタリア デザート＆フード」がアイ
スクリームシティ・東京デザート共和国・池袋餃子スタジアム
から登場。「オリジナルヘタリアステッカー」が必ずもらえます！

【開催期間】2010 年 5 月 29 日（土）～7 月 11 日（日)
【受付時間】土日祝日：11 時～19 時（受付終了：19 時）
平日
：13 時～20 時（受付終了：20 時）
【 料 金 】800 円（パスポート利用不可）
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ナムコ・
ナムコ・ナンジャタウン

※

お客様お問い合わせ電話番号：TEL.03
TEL.03TEL.03-59505950-0765

イベント
イベント内容は
内容は予告無
予告無く変更・
変更・中止させていただく
中止させていただく場合
させていただく場合がございます
場合がございます※
がございます※

「ヘタリア in ナムコ・ナンジャタウン」 別紙－1

【ヘタリアデザート＆
ヘタリアデザート＆フード詳細
フード詳細①
詳細①】

「“小鳥かっこいいぜ
小鳥かっこいいぜ！
かっこいいぜ！”パフェ」
パフェ」

「アメリカの
アメリカの倉庫掃除」
倉庫掃除」

サンタチューボー！（アイスクリームシティ） キャラクター：プロイセン
パリパリクレープ生地にプロイセンの国旗のマーク、スポンジにプロ
イセンの顔を付けました。頭に載っているのは、卵菓子で作った
小鳥です。ウェハースの吹き出しにプロイセンのいつもの口癖
“ケセセセセ！” “小鳥かっこいいぜ” のいずれかの台詞が選べ
ます。

ソフトクリームＢＡＲ（アイスクリームシティ) キャラクター：イギリス・アメリカ

「アメリカの倉庫掃除」を表現したメニュー。２国の顔はクッキーでス
ポンジケーキの箱の中にはソフトクリームが入っています。アメリカの
旗は独立当時の１３星です。

「リコリスアイス“
リコリスアイス“何、期待してんの
期待してんの？
してんの？” 」

「僕はトマト箱
トマト箱の妖精だよ
妖精だよ！
だよ！」

ダ・ルチアーノ（アイスクリームシティ） キャラクター：アイスランド

ダ・ルチアーノ（アイスクリームシティ） キャラクター：イタリア

アイスランドの鳥「パフィン」を、黒いジェラートとマシュマロで表現。
アイスランドが好きな渦巻き型のお菓子「リコリス」を象ったチョコ
と、本物のリコリス菓子も三角状にカットして添えました。回りには
アイスランドの瞳の色をイメージした紫のトッピング。

イタリアの顔をイタリアンジェラートで表現したメニュー。顔はバニラア
イス、髪の毛や目など顔のパーツはチョコレート。下にはティラミスア
イス、マシュマロとフルーツゼリー。チェリーで作ったトマトを添えまし
た。ドイツ、日本と３個あわせれば枢軸セットになります。

「恐縮です
恐縮です。
です。」
ダ・ルチアーノ（アイスクリームシティ）

キャラクター：日本

日本の顔をイタリアンジェラートで表現したメニュー。顔はバニラア
イス、髪の毛や目など顔のパーツはチョコレート。下には抹茶アイ
ス、マシュマロとフルーツゼリー。お菓子で作ったおにぎりを添えまし
た。 イタリア、ドイツと３個あわせれば枢軸セットになります。

「そうか・・・
そうか・・・友達
・・・友達か
友達か！いいな！
いいな！ 」
ダ・ルチアーノ（アイスクリームシティ） キャラクター：ドイツ

ドイツの顔をイタリアンジェラートで表現したメニュー。顔はバニラアイ
ス、髪の毛や目など顔のパーツはチョコレート。下にはチョコレートア
イス、マシュマロとフルーツゼリー。お菓子で作ったビールを添えまし
た。イタリア、日本と３個あわせれば枢軸セットになります。

「ヘタリア in ナムコ・ナンジャタウン」 別紙－2

【ヘタリアデザート＆
ヘタリアデザート＆フード詳細
フード詳細②
詳細②】

「“日本の
日本の露天風呂に
露天風呂に入るイギリス”
イギリス”プリン」
プリン」

「“お洒落なお兄
なお兄さんは好
さんは好きですか”
きですか”プリン」
プリン」

岩瀬牧場(東京デザート共和国）

岩瀬牧場(東京デザート共和国） キャラクター：フランス

キャラクター：イギリス

日本の家に泊まりに来て露天風呂に入り、河童と出会ったイギリ
スを北海道の牧場プリンで表現。髪の毛は黄色いホイップクリー
ム、周りにホイップクリームと河童のグミを添えました

北海道の牧場プリンで出来たフランスの顔。髪の毛は黄色いホイッ
プクリーム、周りにホイップクリームと砂糖菓子の薔薇を飾りました。
エッフェル塔のシルエットを象ったクッキーを飾りました。

「日本のお
日本のお正月
のお正月」
正月」

「“こ・・・これ
・・・これ僕
これ僕のなんだ たまに落
たまに落ちちゃって・・・
ちちゃって・・・”
・・・”」
マジックアイス（アイスクリームシティ キャラクター：ロシア
ハート型の心臓が落っこちてしまったロシアさんをアイスで表現。皿
型に焼いたワッフルコーンの中に、ベリーを巻き込んだヨーグルトアイ
ス、その上にココアパウダーでロシアの顔を表現。周りには雪を思わ
せるホワイトチョコをちりばめた。牛皮のマフラーを巻いたロシアさんの
シルエットチョコ付き。ハートは赤いグミと、抜け殻のチョコ。

ソフトクリームＢＡＲ（アイスクリームシティ)

キャラクター：日本

こたつに入った日本を表現。顔はクッキー、こたつとみかんは求
肥、こたつの中にソフトクリームが入っています。

「いっぱいお菓子作
いっぱいお菓子作って
菓子作って待
って待ってるね 」

「“勝手にひらがな
勝手にひらがな作
にひらがな作んなッ
んなッある!!
ある!!”
!!”ケーキ」
ケーキ」

サンタチューボー！(アイスクリームシティ） キャラクター：神聖ローマ・ちび

横浜夢本舗(東京デザート共和国） キャラクター：中国・日本

たりあ
神聖ローマとちびたりあの別れのシーンを表現。北海道ソフトクリームと生
クリーム、ブルーベリーソース、外側はパリパリのクレープ生地。スティック菓
子と生キャラメルでデッキブラシを、自家製プリンで木のバケツをイメージ。

日本が中国の前でひらがなを初めて書くシーンを表現。イチゴのム
ースケーキの上に生クリームをたっぷりのせて、ホワイトチョコプレート
の上に粉糖で中国と日本の顔、ひらがなの焼印クッキーを添えまし
た。

【ヘタリアデザート＆
ヘタリアデザート＆フード詳細
フード詳細③
詳細③】

「大熊猫さん
大熊猫さん（
さん（パンダさん
パンダさん）
さん）」
マジックスノー（アイスクリームシティ)

「ヘタリア in ナムコ・ナンジャタウン」 別紙－3

「このクレープ
このクレープのおいしさを
クレープのおいしさを今
のおいしさを今からピアノ
からピアノで
ピアノで表現します
表現します」
します」
キャラクター：中国

パンダさんの顔をふわふわな食感の台湾かき氷で表現。耳はクッ
キー・目と口の模様はチョコで作りました。チョコレートを塗ったバナ
ナでパンダさんの手を表現しました。

アンジェリーナ（東京デザート共和国) キャラクター：オーストリア

チョコレートスナックで出来た眼鏡をかけたオーストリアさんが、チーズ
ケーキで出来たピアノを弾いている姿を表現したメニュー。チョコレー
トのト音記号付き。ラズベリーを沿え、生クリームを包んだクレープ。

「“Ｎｏ．１
Ｎｏ．１は俺だ！”シェイク」
シェイク」

「トマト！
トマト！トマト！
トマト！トマトや
トマトや！」

マジックスノー（アイスクリームシティ) キャラクター：アメリカ

ろまん亭（東京デザート共和国） キャラクター：スペイン

アメリカが好きなシェイクとコーラのメニュー。上のふわふわの台湾
カキ氷（ピンク）と、下のタピオカ入りコーラと混ぜ、シェイクにして食
べてもらう。アメリカをイメージさせる“Ｎｏ．１”をホワイトチョコを添
えた。ＮＯ.1 の“Ｏ”は宇宙人のトニーをイメージ

トマトが好きなスペインを表現したメニュー。トマトを使ったジュレの
上にヘタを象ったチョコを添えて大きなトマトを表現。ホワイトチョコの
上にスペインの顔をココアパウダーで象り、頭の上にトマト（マイクロト
マト）をのせました。

「トルコアイスは
トルコアイスは伸びるんでぃ!!
びるんでぃ!! 」

「フライパン装備
フライパン装備 」

オリエンタルの青い月（アイスクリームシティ) キャラクター：トルコ
「トルコ」の姿を、トルコの伸びるアイスとワッフルコーンで表現。帽子のふ
さはイカで表現。白いマスクはウェハース。顔の部分のアイスはトルコチャ
イ、下にはチョコレートのドンドルマを使用。マフラーはグミ。

ダ・ルチアーノ（アイスクリームシティ） キャラクター：ハンガリー

ハンガリーが猫祭りでつけていた猫耳と、武器のフライパン、耳元を
飾る花をマシュマロで表現。イチゴ＆ヨーグルト、バナナミルク、青リ
ンゴ＆マンゴーのジェラート、フライパンと耳がチョコレート。

【ヘタリアデザート＆
ヘタリアデザート＆フード詳細
フード詳細④
詳細④】

「ヘタリア in ナムコ・ナンジャタウン」 別紙－4

「“つまり俺
つまり俺がヒーローだ
ヒーローだ！！”
！！”バーガーセット」
バーガーセット」

「“私はアメリカさんと
アメリカさんと同
さんと同じでいいです”
じでいいです”バーガーセット」
バーガーセット」

ノースカントリーキッチン（ナンジャタウン内) キャラクター：アメリカ

ノースカントリーキッチン（ナンジャタウン内) キャラクター：日本

“ＨＥＲＯ”と書かれたチーズをのせたハンバーガー。（Ｏの文字に
入っているのは宇宙人の“トニー”）アメリカらしくビッグサイズのハン
バーガー。たっぷりのローストビーフと、特製ポテトサラダ、オニオン
スライス、チェダーチーズ、レタスをサンドし、有精卵で作った特製
マヨソースをかけました 。※コーラとポテト付き。

アメリカのハンバーガーの真似をした日本のライスバーガー。日本の
口癖“すみません”と描かれたかまぼこ付き（かまぼこには日本が連
れている犬「ポチ君」も描かれています）。目玉焼きと、豚肉のてん
ぷらと野菜のてんぷら、大葉、大根おろし。※ソフトドリンクとポテト
付き。

「ロマーノの
ロマーノのパスタグラタン」
パスタグラタン」

「イタリア特製
イタリア特製“
特製“パスタ～！
パスタ～！”
～！” 」

イタリアントマト（ナンジャタウン内) キャラクター：ロマーノ

イタリアントマト（ナンジャタウン内) キャラクター：イタリア

果肉をくり抜いた大きいトマトの中と周りに、赤緑白のペンネのグ
ラタンをつめて焼き上げました。揚げパスタで出来たアホ毛と、ト
ーストのヒゲ付き。

イタリアの顔をココアで象ったデザートピザ（ほっぺはイチゴジャム）、
緑・白・赤の三色パスタで出来たボロネーゼ（フォークはトースト）、さ
らにトーストの白旗（柄はスティック状のお菓子）を飾りました。

「カナダさんのめいぷる
カナダさんのめいぷる～！
さんのめいぷる～！」
～！」

「イギリスの
イギリスのフィッシュ＆
フィッシュ＆チップス」
チップス」

ナジャヴ倶楽部（ナンジャタウン内) キャラクター：カナダ

ノースカントリーキッチン（ナンジャタウン内) キャラクター：イギリス

白熊のクマ次郎のシルエットを型どったホットケーキにたっぷりとメ
イプルシロップを付けて食べるデザート。アイスとクマ次郎さんのク
ッキー付き。

イギリスの好物「フィッシュ＆チップス」そのままのメニュー。
「“learned じゃない！learnt だ！!”」と書かれたチーズ付き。

「ヘタリア in ナムコ・ナンジャタウン」 別紙－5

【ヘタリアデザート＆
ヘタリアデザート＆フード詳細
フード詳細⑤
詳細⑤】

「ドイツの
ドイツの“ヴルスト！
ヴルスト！”カレー」
カレー」 ナジャヴ倶楽部（ナンジャタウ
ン内） キャラクター：ドイツ
ブラックカレー・レッドカレー・バターライスでドイツの国旗を表現し
たメニュー。ソーセージとヴルストの文字付き。
「期間限定 ヘタリア アトラクション 肉じゃが誕生物語」概要
■名
称： 期間限定 ヘタリア アトラクション 肉じゃが誕生物語
■開催期間： 2010 年 5 月 29 日（土）～2010 年 7 月 11 日（日）／44 日間
■料
金： 800 円（パスポート利用不可）
■概
要： 街巡り型アトラクション
■所要時間： 15～20 分
■受付時間： 土日祝日：11 時～19 時 （受付終了：19 時）、平日：13 時～20 時 （受付終了：20 時）
■内
容： お客様自身が「日本」となり、ポイントを巡りながらミニゲームで食材を集め、肉じゃが誕生の物語を追体験する
街巡り型期間限定アトラクション。
＜STORY＞ 上司のわがままで、見たことも聞いたことも無い、「ビーフシチュー」を作ることになった日本（あなた）。美味しいビー
フシチューを完成させようと、イギリスで「牛肉」、ドイツで「じゃがいも」、イタリアで「ニンジン、玉ねぎ」を手に入れる為、世界を巡る
旅に出ることに。さて、美味しいビーフシチューは出来るのでしょうか？
＜アトラクションロゴ＞
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■池袋エリア
池袋エリア連動企画
エリア連動企画「
連動企画「池袋をぬりつぶせ
池袋をぬりつぶせ！
をぬりつぶせ！ 銀幕ヘタリア
銀幕ヘタリア 池袋ジャック
池袋ジャック」
ジャック」
劇場版公開に向け、ヘタリアが池袋をジャックして、スタンプラリーを開催。ラリーを達成された方に、オリジナル記念品をプ
レゼント!
【開催期間】2010 年 5 月 22 日（土）～7 月 11 日（日） ※記念品は無くなり次第終了となります。
【設置会場】「ナムコ・ナンジャタウン」「サンシャイン 60 展望台」「アニメイト池袋本店」「シネマサンシャイン池袋」（順不同）

≪入場料相互割引企画≫
入場料相互割引企画≫
「ナムコ・ナンジャタウン」「サンシャイン 60 展望台」「シネマサンシャイン池袋」では、それぞれのチケット半券提示で入場料が
割引になります。池袋でヘタリアをお得に楽しもう！
※詳細は決まり次第、ナンジャタウン公式ホームページで発表いたします。
【サンシャイン 60 展望台でもヘタリアイベント同時開催!!】
「銀幕 ヘタリア Axis Powers Paint it,White（白くぬれ！）」公開記念
ヘタリアinサンシャイン60展望台
ヘタリア史上初の貴重な資料展示や限定品もあるヘタリアショップなどファンにはたまらないイベント開催！

