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ナムコ・
ナムコ ・ ナンジャタウンニュース
祝 テレビアニメ再開
テレビアニメ再開！
再開！

「銀魂 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！
2011 年 2 月 19 日（土）～5
）～5 月 15 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、2011 年 2 月
19 日（土）から 5 月 15 日（日）まで、テレビア二メ『銀魂』の放映再開を記念したイベント「銀魂 in ナムコ・ナンジャタウン」
を開催いたします。
期間限定 銀魂アトラクション「サクラ争奪！花見大戦！！」をはじめ、「銀魂」をモチーフにした全 41 種類のデザート
＆フード（プレミアム「銀魂ステッカー」付）が登場するほか、「銀魂ミニアトラクション」や「銀魂屋台」も登場。また、入口チ
ケット販売窓口ではナンジャタウンオリジナル『銀魂パスポート』（数量限定品）を販売いたします。

「銀魂オリ
銀魂オリジナルデザート
オリジナルデザート＆
ジナルデザート＆フード」
フード」全４１種類
４１種類登場
種類登場！
登場！
イベント全期間を通して 25 種類が販売され、アニメ放送開始日の 4 月 4 日(月)より
16 種類が追加で販売開始となります。プレミアム「銀魂ステッカー」付です！

期間限定アトラ
期間限定アトラクション
アトラクション

「サクラ争奪
サクラ争奪！
争奪！花見大戦！！
花見大戦！！」
！！」
ナンジャタウンで出張営業中の万事屋に、謎の依
頼人からある依頼が持ち込まれた。
「花見の場所を確保せよ！」
真選組や攘夷派など、手ごわい面々との激しい
花見バトルを制し、見事依頼を成し遂げることが
できるのか!?
【受付時間】
土日祝日・3/19（土）～4/3（日）及び
4/29（金・祝）～5/8（日）：10 時～20 時
上記を除く平日：14 時～21 時
【料金】
1,000 円(パスポート利用不可／大人こども共通）
※受付時間、受付方法は変更となる場合があります。

数量限定！
数量限定！
銀魂パスポート
銀魂パスポート第一弾
パスポート第一弾
販売！
販売！
【料金】
大人 4,000 円/こども 3,400 円

アニメ「
アニメ「銀魂」
銀魂」放送再開記念 銀魂 in ナムコ・
ナムコ・ナンジャタウン 出張でかせぎ
出張でかせぎキャンペーン
でかせぎキャンペーン
アニメ「銀魂」放送再開を記念して、日本全国四都市のナムコのアミューズメント施設にて、 「銀魂 in ナムコ・ナンジャタウン 出張でかせぎキャン
ペーン」 を実施！ナンジャタウンでのみ販売されるオリジナル銀魂グッズや、一番くじの特別販売などもあるぞ！
この春、テレビアニメから始まる銀魂フィーバーを見逃すな！！
※開催場所は、札幌・大阪・京都・福岡を予定。詳細は決まり次第ナムコ・ナンジャタウンホームページにてお知らせいたします。

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

※イベント内容
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※

★通期メニュー
通期メニュー 全２５種類
２５種類
※イベント全期間を通して販売いたします。

沖田の
沖田のアイマスク
とバズーカ
７８０円
７８０円
横浜夢本舗
(東京デザート
共和国）
キャラクター：
沖田総悟
生クリームをかぶせたチョコレートムースに、沖田のアイマスクの
チョコレートとカスタード入りのチョコパイコルネで作ったバズーカ
を乗せました。

銀魂 in ナムコ・
ナムコ・ナンジャタウン デザート＆
デザート＆フード詳細
フード詳細 ①

土方までも
土方までも噛
までも噛んじゃうの？
んじゃうの？
７３０円
円
７３０
ダ ルチアーノ
（アイスクリームシティ）
キャラクター：定春＆土方
絶品の黒いジェラート「ネッ
ロ」に、せんべいで出来たマ
ヨネーズやマシュマロ・チョコ
を飾りつけ、土方を噛んで
いる巨大定春をアイスの上
で再現しました。

３年Ｚ組銀八先生
７３０円
円
７３０

万事屋一家争奪戦
５８０円
円
５８０

ソフトクリームＢＡＲ
（アイスクリームシティ）
キャラクター：銀八先生

（アイスクリームシティ）
キャラクター：万事屋

いちごみるく味のソフトクリーム
にクッキーやもち等を飾り銀八
先生を表現しました。教科書
の下にはもちろん…お楽しみ
が隠れています。

昨年、大ヒットした銀さんチョ
コパフェがパワーアップして登
場。北海道の牧場ソフトクリ
ームとチョコバナナを盛り付け
たパフェは絶品です。

サンタチューボー！

「 完全に
完全に 死んだことになって
るよ俺
るよ俺！！」
！！」
６８０円
６８０円

ジャスタウェイケーキ
６３０円
６３０円

アンジェリーナ
（東京デザート共和国）
キャラクター：山崎退

ろまん亭
（東京デザート共和国）
キャラクター：
ジャスタウェイ

焼きたてのクレープの上に、山崎
の葬式シーンを再現しました。
ミントンはチョコ、遺影はチーズケ
ーキで出来ています。

ロールケーキで胴体を作成し、顔はかぼちゃクリームでつくりまし
た。目は生クリームとチョコレート、手はスティック菓子で出来てい
ます。

天然パーマ
天然パーマの
パーマの銀さん２
さん２
６８０円
６８０円

土方十四郎でござる
土方十四郎でござる
５５０円
５５０円

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：坂田銀時

岩瀬牧場
（東京デザート共和国）
キャラクター：トッシー

伸び～るトルコアイスの銀さん。
顔はチャイアイス、天然パーマは
ミルクと黒ゴマのミックスアイスで
出来ています。ラムネとお菓子で
出来た、銀さんの好きな団子を
乗せました。

カステラでできた丸いトッシーの顔
と、背中に差した刀をイメージし
たお菓子、お通ちゃんファンクラブ
会員証のクッキーなどを飾った、
チョコレアチーズです。

※価格は全て税込みです。

銀魂 in ナムコ・
ナムコ・ナンジャタウン デザート＆
デザート＆フード詳細
フード詳細 ②

高杉晋助の
高杉晋助の紅芋
マロン
５８０円
５８０円
マジックアイス
（アイスクリームシティ）
キャラクター：高杉晋助

マイナス３０℃の鉄板の上で紅いも栗マジックアイスをつくり、チョ
コでできたキセルと蝶を飾り高杉をイメージしたアイスを作成しま
した。

土方特製マヨ
土方特製マヨ丼一人前
マヨ丼一人前
１，０００円
０００円
イタリアントマト
(ナンジャタウン内）
キャラクター：土方十四郎
昨年大好評のマヨ丼が、
美味しさもグレードアップ
し、食べやすいサイズになっ
て再登場！マヨ風味のマッ
シュポテトを絞ってマヨ丼を
再現した、ハンバーグ入りのあっさりマヨネーズ風味リゾット。土
方のようにマヨが足せるよう別添えします。

高杉の
高杉のキセル
餃子
５８０円
５８０円
華興
(池袋餃子スタジアム）
キャラクター：
高杉晋助
高杉のキセルを再現した豚肉餡の揚げ餃子。パリパリに揚げ
た餃子の皮の美しい蝶がキセルの周りを舞っています。

銀八先生の
銀八先生のレロレロキャンディー餃子
レロレロキャンディー餃子

５８０円
５８０円

すやすや定春
すやすや定春
６００円
６００円
マジックスノー
（アイスクリームシティ）
キャラクター：定春

ミルク味のふわふわかき氷で作った、恍惚とした表情の定春で
す。周りにはイチゴソースがたっぷり。顔はチョコとマシュマロと苺を
盛り付けて再現しました。

宇治銀時丼餃子
宇治銀時丼餃子
６８０円
６８０円
鉄なべ荒江本店
(池袋餃子スタジアム）
キャラクター：坂田銀時
宇治銀時丼そのまんまメ
ニュー。米粒状にした餃
子の皮でごはんを 表現
し、ニラや豚肉を混ぜ、
仕上げに小豆をたっぷり盛り付けました。どんぶりの底には餃子が
2 粒隠れています。

“マ〇オじゃない！
じゃない！
カツオだ
カツオだ！！”
！！”餃子
５５０円
５５０円
包王
(池袋餃子スタジアム）
キャラクター：
桂小太郎（カツオ）
近 江牛 を 使 った 肉 ま ん
形餃子で、カツオに変装
した桂を表現したメニュ
ー。髪はイカスミ味、帽
子はピザソース味です。

“私の餃子、
餃子、絶対食べる
絶対食べるアル
べるアルね
アルね！”６００円
６００円

寺岡商店(池袋餃子スタジアム） キャラクター：銀八先生
銀八先生のペロペロキャンディー型に作った鶏肉餡の渦巻き

神田餃子屋（池袋餃子スタジアム） キャラクター：神楽
黒ごまを練りこんだ餃子の皮で神楽の髪飾りを再現した黒豚餃

餃子と、黒板を表現したのり餃子のセット。

子。赤いチリソースは甘口とピリ辛味の 2 種類から選べます。
※価格は全て税込みです。

銀魂 in ナムコ・
ナムコ・ナンジャタウン デザート＆
デザート＆フード詳細
フード詳細 ③

ふわふわ沖田餃子
ふわふわ沖田餃子
６１０
６１０円
安亭
（池袋餃子スタジアム）
キャラクター：沖田総悟

帰 ってきた“
ってきた “ マヨネーズが
マヨネーズ が
足りないんだけどォォォ
りないんだけどォォォ!!
ォォォ!!”
!!”
餃子
５３０円
５３０円
三よ志
(池袋餃子スタジアム）
キャラクター：土方十四郎

ふわふわの皮で沖田の顔を表現した餃子まん。豚肉を使った
オリジナル特製餡を包みました。

ツナマヨ味の餡を入れたマヨネーズケースそのまんま餃子。赤いキ
ャップはもみじおろしを練り込んだ皮で出来ています。仕上げに
“マヨ”とマヨネーズで描きました。

“いつから違
いつから違った 俺達の
俺達の道は” 餃子

“超長いんだけど
超長いんだけどォォォォ
いんだけどォォォォ！！
ォォォォ！！”
！！” 銀さん木刀餃子
さん木刀餃子
５８０円
５８０円

５５０円
５５０円

招福門（池袋餃子スタジアム）キャラクター：桂小太郎

紅桜で切り付けられた桂の身代わりとなった寺子屋時代の教
科書を高杉に見せ、二人が同じ師の元に学んでいた時代を
振り返るシーンをイメージ。刀は練り胡麻を塗り、チーズを乗せ
た海老揚げ餃子。教科書はしそ餃子で表現しました。

神龍（池袋餃子スタジアム）キャラクター：坂田銀時
銀さんの木刀をモチーフにした約６０ｃｍのめちゃ長い餃子。木刀
の持ち手には特製ダレで描いた洞爺湖の文字入り。

帰ってきた
エリザベスカレー
９９０円
９９０円

銀さんの着流
さんの着流し
着流し
餃子
５５０円
５５０円

ナジャヴ倶楽部
来らっせ
（池袋餃子スタジアム）

（ナンジャタウン内）
キャラクター：

キャラクター：

エリザベス＆
ジャスタウェイ

坂田銀時
銀さんの服をモチーフにした餃子。のりとチーズと梅味の赤い皮
で服の色を表現。水色の袖は揚げたサクサクのお菓子、木刀
はスティック菓子で出来ています。

のりとチーズで作ったエリザベスカレー。中には「おっさんの足」に
見立てた二つのソーセージが入り、うずらの卵と魚肉ソーセージ
で出来た小さなジャスタウェイが背中に寄り添います。

土方 ス ペ シ ャ ル
バーガー
９５０円
９５０円
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：
土方十四郎
トンカツとキャベツ、たまごを挟んだバーガーに、たっぷりのマヨネ
ーズをかけて作った、スペシャルバーガー。ドリンク、ポテトつき。

高杉の
高杉の「闇夜の
闇夜の蝶」餃子 ５８０円
５８０円
赤坂ちびすけ(池袋餃子スタジアム） キャラクター：高杉晋助
高杉の着物模様を、羽根付き餃子で表現。羽根は梅しそ味、
蝶餃子はカレースパイスが効いています。
※価格は全て税込みです。

銀魂 in ナムコ・
ナムコ・ナンジャタウン デザート＆
デザート＆フード詳細
フード詳細 ④

“ 真選組セット
真選組セット・・・
セット ・・・
なわけねェ
なわけね ェ だろォォ
だろ ォォ
ォ!!”
!!”by 近藤
５８０円
５８０円
繁昌なんでも本舗
（ナンジャタウン内）
キャラクター：真選組
（沖田、土方、近藤、山崎）
沖田、土方、近藤、山崎を（近藤だけゴリラのイラスト）プリント
した、しょうゆ味のせんべい４枚セットです。

★追加メニュー
追加メニュー 全１６種類
１６種類

※4 月 4 日(月)から販売開始いたします。

そっくり！？
そっくり！？
エリザベス＆
エリザベス＆桂
６９０円
６９０円
ダ ルチアーノ
（アイスクリームシティ）
キャラクター：
エリザベス＆桂
顔はミルクアイス・目はマシュマロとチョコ・口はドライマンゴーで
出来たエリザベスと、クッキーで出来た桂のセット。ウェハースの
刀つき。

「おかわりよろし？」
おかわりよろし？」
７３０円
７３０円
ソフトクリームＢＡＲ
（アイスクリームシティ）
キャラクター：神楽
ソフトクリームにぎゅうひで出来たセーラ
ー服＆ぐるぐる眼鏡を盛り付け、さらに
本物のタコさんウィンナーをトッピングし
た、３年Ｚ組神楽をイメージしたメニュー
です。

銀時丼ＶＳ
銀時丼ＶＳマヨ
ＶＳマヨ丼
マヨ丼
５５０円
５５０円
サンタチューボー！
（アイスクリームシティ）
キャラクター：銀時＆土方
こんもりと盛り付けたソフトクリー
ムの上にマヨネーズに見立てたカ
スタードクリームと小豆を半分ず
つ乗せて覆いつくし、せめぎ合う
銀時丼とマヨ丼をイメージ。銀さ
ん＆土方のイラストが付いたラン
ブローウェハース付き。

真選組監察山崎退だぁ
真選組監察山崎退だぁ！
だぁ！
６５０円
６５０円
アンジェリーナ
（東京デザート共和国）
キャラクター：山崎退
山崎が大好きなあんぱんを焼き菓子
で、あんぱんには欠かせない牛乳をレア
チーズケーキで表現し、焼きたてクレー
プの上に飾りました。

エリザベスバーガー
～何か黒いモン
入ってるゥ
ってるゥ！？～
７５０円
７５０円

近藤の
近藤のバナナ餃子
バナナ餃子 ５８０円
５８０円
赤坂ちびすけ(池袋餃子スタジアム） キャラクター：近藤勲
卵焼きで出来た黄色い皮をむくと、中から“バナナの実の形の
揚げ餃子”が現れるメニューです。

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：エリザベス
中華バンズに、エリザベスの中身をイメージした真っ黒の黒胡麻し
ょうゆだれチキンをはさみ、エリザベスを再現。手はパスタです。ドリ
ンク、ポテト付き。
※価格は全て税込みです。

銀魂 in ナムコ・
ナムコ・ナンジャタウン デザート＆
デザート＆フード詳細
フード詳細 ⑤

のび～
のび～る恋心 近藤さん
近藤さん
５８０円
５８０円
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： 近藤勲
チョコレートの髪と、ストロベリー
チョコで出来たハートの目を持つ
近藤さんアイス。伸び～るトルコ
アイスで、お妙さんを想う近藤さ
んのどこまでものびる恋心を表
現しました。

エリザベスの
エリザベスのオッサン餃子
オッサン餃子
６００円
６００円
神田餃子屋
（池袋餃子スタジアム）
キャラクター：エリザベス
タピオカで出来た口の中で光
る目と、のりで出来たすね毛
が見えているエリザベスを再
現した餃子。黒豚を使ったジ
ューシー餃子です。

ＳＰＡＲＫＩＮＧ！！山崎
ＳＰＡＲＫＩＮＧ！！山崎 あんパン
あんパン祭
パン祭り餃子
４５０円
４５０円 神龍（池袋餃子スタジアム）キャラクター：山崎退
山崎のあんパンをモチーフにしたあんこ入りデザート揚げ餃子。
「あんぱん」と無数に書いた紙付きです。

銀さんのいちご牛乳
さんのいちご牛乳
４５０円
４５０円
岩瀬牧場
（東京デザート共和国）
キャラクター：坂田銀時
北海道の牧場で搾りたての牛乳
をいちご味の氷に注ぎ、いちご牛
乳を作りました。カップやストローを
デコレーションし、銀さんをイメージ
しました。

護る剣
～闇夜の
闇夜の虫は光に集う～
６００円
００円
華興（池袋餃子スタジアム）
キャラクター：坂田銀時
紅桜と闘い勝利を収めた銀時の“護る
剣”をパリパリの揚げ餃子で表現し、海
苔で刀模様をイメージ。とぐろを巻く龍
の造形付きです。

攘夷志士せんべい
攘夷志士せんべい
６３０円
６３０円
繁昌なんでも本舗
（ナンジャタウン内）
キャラクター：攘夷志士
（銀時・桂・高杉・坂本）

銀時・桂・高杉・坂本をプリントした、 白砂糖味のせんべい
４枚セットです。

パンデモニウムさんと
パンデモニウムさんと新八餃子
さんと新八餃子 ５００円
５００円
来らっせ(池袋餃子スタジアム） キャラクター：志村新八
新八の顔餃子と、素揚げして皮ごと食べられる海老にイラストの
焼印を押した餃子を載せて作った「パンデモニウムさん」とのセッ
ト。

“今日は
今日は競馬で
競馬で当たる
ような 気 がするぜ ！ ”
餃子
５５０円
５５０円
包王
(池袋餃子スタジアム）
キャラクター：マダオ
競馬新聞を持ってどの馬が当たるか予想をしている嬉しそうなマ
ダオを、近江牛を使った肉まん形餃子で表現。サングラスやヒゲ
はイカスミ味の餃子の皮で出来ています。
※価格は全て税込みです。

銀魂 in ナムコ・
ナムコ・ナンジャタウン デザート＆
デザート＆フード詳細
フード詳細 ⑥

ほわほわ定春餃子
ほわほわ定春餃子
６００円
６００円

神威のくいしんぼう
神威のくいしんぼう
餃子
５８０円
５８０円

安亭
（池袋餃子スタジアム）

三よ志

キャラクター：定春

ふわふわの皮で定春の顔を表現した餃子まん。オリジナル特
製餡を包んだやホカホカの蒸し餃子です。

（池袋餃子スタジアム）
キャラクター：神威
食欲旺盛な神威の顔を餃子で表現したメニュー。髪の色は餃
子の皮にもみじおろしを練りこんで表現しました。メンマのしゃもじ
とさつま芋をくりぬいたこめびつ付き。

※価格は全て税込みです。

