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あ そ び

「神々の悪戯 in ナンジャタウン」開催
開催期間 2014 年 7 月 4 日（金）～2014 年 8 月 31 日（日）
株式会社ナムコが運営するテーマパーク「ナンジャタウン」(東京/池袋)では、テレビア
あ そ び

ニメ「神々の悪戯」とのタイアップイベント「神々の悪戯 in ナンジャタウン」を、2014 年
7 月 4 日(金)から 8 月 31 日(日)まで開催します。
期間中、ナンジャタウン内では「神々の悪戯」をモチーフにしたオリジナルデザート＆
フードや、オリジナル景品がもらえるガラポン屋台、イベント限定のクレーンゲーム景品、
イベント限定グッズが並ぶグッズコーナーなどをお楽しみいただけます。
ガラポン屋台、クレーンゲーム景品、グッズコーナーには、「神々の悪戯」キャラクター
が猫耳をつけた“ナンジャタウン限定猫耳 ver.イラスト”をあしらったグッズが登場します。
あ そ び

「神々の悪戯」
2014 年 4 月から TOKYO MX 他にてテレビアニメが放送開始。原作は 2013 年 10 月に発売
された女性向け恋愛アドベンチャーゲーム。
■ストーリー：神々に、人間について教えるため、ある日突然神の世界へと導かれた結衣。戸惑いつつも始
まったのは神々との学園生活だった。「人」とは何か、「愛」とは何かを神々に学ばせるうちに芽生えるのは、
愛か、あるいは――
がらぽん

オリジナルデザート＆フードは全 14 種！

■ガラポン屋台 「神々の抽選」

「神々の悪戯」をモチーフにしたデザート＆フードが全 14 種登場します。
1 品お買い上げごとに、オリジナルブロマイドを 1 枚プレゼントします。

ナンジャタウン限定景品がもれなくもらえる
ガラポン屋台が登場します。

■商品名：アポロンのひまわり餃子
■価 格：550 円
■店 舗：宇都宮と浜松の共演
アポロンの登場シーンをイメージし
て「ひまわり」を餃子で表現しまし
た。ひまわりのような笑顔のアポロ
ンが、あなたを見つめています。

■商品名：ハデスのバラ餃子
■価 格：750 円
■店 舗：華興
星に囲まれているのは他者を寄せ
付けまいと揺らめく、不幸を象徴す
るような黒い茨。
その不幸をも受け入れられるあな
たなら、本来のハデス・・・美しい真
紅のバラに触れることが出来るは
ず！真っ赤なチリソースをかけてお
召し上がりください。

・料金：1 回 300 円
・場所：ドッキンガム広場他
(ナンジャタウン内)
※場所は期間によって異なります。

■オリジナルグッズが登場！

【景品一例】
ランチョンマット

ナンジャタウン限定猫耳 ver.の
イラストを使用したグッズなどが並ぶ
グッズコーナーが登場します。
・場所：ナジャモジャマーケット
(ナンジャタウン内)
【オリジナルグッズ一例】
ブロマイドアルバム(1,100 円)

■オリジナルクレーンゲーム景品を GET！
クレーンゲーム機の景品に、
ナンジャタウン限定猫耳 ver.
のイラストを使用した景品が
登場します。
・場所：レッド・サロン

【景品一例】
タンブラー

(ナンジャタウン内)

©BROCCOLI／神あそ製作委員会
※商品は数に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。 ※画像は全て開発中のイメージです。
※価格は全て税込みです。※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。
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「神々の悪戯 in ナンジャタウン」詳細

《オリジナルデザート＆フード》(全 14 種)
■商品名：月人のカキツバタ餃子
■価 格：700 円
■店 舗：鉄なべ荒江本店

■商品名：尊の朝顔パンケーキ
■価 格：680 円
■店 舗：レンガえんとつ

尊のイメージフラワーであ
る朝顔を、パンケーキで再
現しました!!気性は激しく、
ケンカっ早いところもある
尊。これを食べたあなたは
尊の素直な表情を見ること
ができるのか…?!

鉄なべ餃子で、月人のイメー
ジフラワーであるカキツバタを
咲かせました。
もちろん、可愛らしいうさまろ
も一緒にいます！

■商品名：バルドルのカラー餃子
■価 格：680 円
■店 舗：包王

■商品名：ロキのダリア餃子
■価 格：750 円
■店 舗：羽根付き餃子の共演

お肉大好きバルドルのため
に餃子肉丼をご用意！
「牛とん包」の肉汁スプラッ
シュとパストラミビーフの合
わせ技に、あなたのバックに
もお花が咲き誇る!?

■商品名：アヌビスのカーバラパフェ
■価 格：780 円
■店 舗：ご当地アイスパーラー

ロキからもらったキャンディー
を食べてみると・・・
キャンディー型の餃子!?
あなたもロキにイタズラをさ
れてみる？

■商品名：トトのトウキビ添え餃子
■価 格：680 円
■店 舗：日本三大中華街の共演

人間不信で、警戒心が強く、
めったに現れないアヌビス。
そんなアヌビスが、デザート横
丁に現れた?!
このアイスパフェを食べると、
アヌビスが心を開いてくれるか
も・・・！

■商品名：アポロンとハデスの光と闇パフェ
■価 格：680 円
■店 舗：サンタチューボー！

お店自慢の水餃子をトトの
首飾りに見立て、好物のと
うもろこしをたっぷり添えま
した。いつもは厳しいトトも
満足の一品です。

■商品名：月人と尊の月光と海鳴りジェラート
■価 格：780 円
■店 舗：ダ ルチアーノ

月人に絶大な信頼を寄せて
いる尊と、何事にも鈍感で、
いろいろなことに頓着しない
月人。
そんな日本神話の神、戸塚
兄弟をイメージしたジェラート
を召し上がれ！

ハデスの大好物のいちご大福を
のせ、手前にはアポロンの大好
物、オレンジを添えました！
2 人の下には、それぞれのイメー
ジカラーのソースが隠れていま
す。

©BROCCOLI／神あそ製作委員会
※商品は数に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。 ※画像は全て開発中のイメージです。※価格は全て税込みです。
※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。
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「神々の悪戯 in ナンジャタウン」詳細

《オリジナルデザート＆フード》(全 14 種)
■商品名：バルドルとロキのジューシーとスウィーティーケーキ
■価 格：830 円
■店 舗：パティスリーキュート

■商品名：アヌビスとトトの魂と審判餃子
■価 格：680 円
■店 舗：丸満

アヌビスとトトの為に、2 人
の好物餃子をご用意させ
ていただきました！
コーンクリーム餃子とペッ
パーマヨ餃子を食べれば、
二人とも満足してくれるは
ず!?

癒しのオーラを身にまとうバル
ドルと、学園のトリックスターの
ロキ。そんな 2 人の大好物の、
お肉とアメを、ケーキの上にチョ
コレートなどで再現しました。
大好物を前に、2 人は大喜び!!

■商品名：俺はメリッサクレープ
■価 格：780 円
■店 舗：クレープ Paw

■商品名：結衣の箱庭スープ餃子
■価 格：680 円
■店 舗：全国たれ比べ餃子

土蔵でみつけた「天叢雲剣」
(あめのむらくものつるぎ)に導
かれ、神々によって作られた箱
庭の世界に飛ばされた結衣を
イメージしたスープ餃子です。

13.35

突然、箱庭に召喚された結衣の
世話係メリッサがクレープとなって
登場！

がらぽん

《ガラポン屋台 神々の抽選》
ナンジャタウン限定景品がもれなくもらえるガラポン屋台です。(1 回 300 円)

【景品一例】
ランチョンマット／全 4 種

【景品一例】
缶バッジ(75mm)／全 9 種

【景品一例】
クリアブックマーカー／全 16 種

【景品一例】
ブロマイド／全 25 種

《イベント限定グッズが登場！》

《イベント限定クレーンゲーム景品が登場！》

ナンジャタウン限定猫耳 ver.イラストをあしらったオリジナルグッズを
販売します。

ナンジャタウン限定猫耳 ver.のイラストをあし
らったオリジナルクレーンゲーム景品が登場し
ます。

「神々の悪戯」グッズを、1 会計に
つき 1,000 円お買い上げごとに
オリジナルポストカードを 1 枚プレ
ゼント！

【7/18 登場！】
パスポートホルダー
全 1 種(880 円)

切手風ビッグシール/全 1 種
(900 円)

【景品一例】

購入特典ポストカード
全 10 種

タンブラー/全 4 種
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