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ナムコ×バンダイナムコエンターテインメント×ランシステム ゲームソフトをリアル謎解きゲーム化！

「GET EVEN」・「リトルナイトメア」・「インパクト・ウインター」
3 タイトル合同キャンペーン開催決定！
第 1 弾 「GET EVEN～ロストメモリー～」開催
2017 年 8 月 18 日(金)よりスタート
株式会社ナムコ(本社：東京都港区／社長：萩原 仁)は、株式会社バンダイナムコエンターテインメント(本社：東京都港
区/社長：大下 聡)の人気ゲームソフトをリアル謎解きゲーム化し、8 月 18 日(金)から期間限定で、株式会社ランシステム
(本社：東京都豊島区／社長：日高大輔)の複合カフェと、ナムコの参加型謎とき体験施設の全国計 75 カ所に導入します。
株式会社ナムコが運営する謎とき体験ポータルスタジオ「な
ぞとも Cafe」（※1） 4 店舗と、株式会社ランシステムが展開する
「スペースクリエイト 自遊空間」全国 71 店舗 （※2） は、2017
年 8 月 18 日(金)より、株式会社バンダイナムコエンターテイン
メントの人気ゲームソフト『GET EVEN』（※3）をテーマとし、作
品の世界観で謎ときが楽しめる新コンテンツ『GET EVEN～ロス
トメモリー～』を開催します （※4）。
また、第 2 弾『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』
、さら
に第 3 弾『Impact Winter インパクト・ウインター』のリアル謎解
きゲーム展開を予定しています。（詳細は追ってお知らせしま
す。）
©BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S developed by The Farm 51 Group S.A. All rights reserved.
■WEB＆リアルの謎に挑め！
お客様はタブレット操作と手元のアナログツールを組み合わせて謎を解
き進めながら､ミッションクリアを目指すことで、アナログとデジタルが融
合したリアルなストーリーを体験できます。また、3 タイトル合同キャン
ペーン特設サイト（URL：http://nazotomo.com/nazotomocafe/ge_ln_iw.php）
では作品ごとに順次公開される謎解きにチャレンジすることができ、謎を
解き明かすことができた方にはもれなく各作品のスペシャル画像（PC 用壁
紙）をプレゼントします。

▲アナログツール※イメージ

■リアルゲームのさらなる普及を目指して
ナムコは、
「なぞとも」ブランドによる謎とき体験施設を国内 7 店舗（新宿・渋谷・自由が丘・名古屋栄・大阪なんば・京都
新京極・福岡天神）で展開。様々なコラボレーションにより、今までにない“謎とき体験”をお客様に提供することで、リアル
ゲームの普及推進と謎ときエンターテインメントの世界を拡大していきたいと考えております。
※１ 飲食が楽しめるカフェスペースと、新進気鋭の謎とき制作集団によるストーリーと難易度が異なる個室「ミッションキューブ(CUBE)」で構成する謎とき体験施設。
事前予約不要でご来店、お好きな CUBE を選び、制限時間(主に 765 秒：約 13 分弱)以内にミッションをクリアしていただきます。
※2 『スペースクリエイト 自遊空間』は、カラオケ、ダーツ、ビリヤードなどの遊びを提供するエンターテインメント複合カフェです。
現在、直営とフランチャイズを含め全国 178 か所に展開しています。『スペースクリエイト 自遊空間』開催店舗は HP（http://jiqoo.jp/news/archives/437）をご確認ください。
※3 バンダイナムコエンターテインメントより 2017 年 8 月 18 日に PlayStation 4 と steam 版で発売予定の一人称スリラーADV ゲーム。
※4 なぞとも Cafe での利用料金は、お一人 1,080 円(税込)/回です。スペースクリエイト 自遊空間での利用料金は、お一人 540 円(税込)/回ですが、 別途施設の利用料金がか
かります。
※イベント終了日は未定となっております。決まり次第なぞとも Cafe 公式サイト(http://nazotomo.com/) 、公式ツイッター(@nazotomo)にてお知らせします。

『なぞとも Cafe』イベント開催店舗
店名

所在地

営業時間

なぞとも Cafe428（シブヤ）

東京都渋谷区道玄坂 2-29-5 渋谷プライム 4 階

平日 11:30-23:00/土日祝 10：00-23：00

なぞとも Cafe 名古屋栄店

愛知県名古屋市中区栄 3-32-6 BECOME SAKAE 7 階

11:00-23:00

なぞとも Cafe なんばパークス店

大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 なんばパークス 6 階

11:00-23:00

なぞとも Cafe 福岡天神店

福岡県福岡市中央区天神 2-7-8 2 階

平日 12:00-23:00/土日祝 10:00-23:00

※「なぞとも」ブランドで展開する商品・サービスには、「謎解き」と「時間(とき)」を掛け合わせた『謎とき』という独自の表記を使用しております。
※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。あらかじめご了承ください。

3 タイトル合同キャンペーン 第 1 弾「GET EVEN～ロストメモリー～」開催
3 タイトル合同キャンペーン

添付資料

第 1 弾『GET EVEN（ゲットイーヴン）』とは

■「GET EVEN」とは？
―

WHAT IS REAL?

―

１つの大きな謎を解き明かし、隠された真実を解明する一人称
スリラーアドベンチャー「GET EVEN」
。
本作では、記憶をなくした主人公 ブラックが、唯一抱えている
2 つの疑問 “あの少女は誰だったのか？”
、
“自分はなぜここにい
るのか？”という答えを見つけることからストーリーが進んでい
く。
ミステリアスな世界観と、こだわりのサウンドで緊張感・臨場
感のあるゲーム体験をお楽しみください。
○ゲームソフト『GET EVEN』
○公式サイト：http://get-even.bn-ent.net/
©BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S developed by The Farm 51 Group S.A. All rights reserved.
※「PlayStation」および「PS4」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です 。
Steam および Steam ロゴは、米国およびまたはその他の国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。

3 タイトル合同キャンペーン

第 2 弾『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』とは

■「LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-」とは？
－知恵と勇気で、この悪夢を抜け出せ－
「胃袋」の名を持つ謎めいた巨大船舶「モウ」に囚われた幼い
少女「シックス」。物語はシックスがモウから脱出を試みるところ
から始まります。
幼いシックスにとって、モウは牢獄であると同時に遊び場でも
あります。このユニークで多彩な住人たちが襲いくる密室の中で、
ひとり知恵を絞って生き抜き、出口を探すことが目的となります。
○ゲームソフト『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』
○公式サイト：http://ln.bn-ent.net/
○公式 Twitter：https://twitter.com/LN_JP

Little Nightmares™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Europe.
Unreal, Unreal Engine, the circle-U logo and the Powered by Unreal Engine logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere.

3 タイトル合同キャンペーン

第 3 弾『Impact Winter インパクト・ウインター』とは

■「Impact Winter インパクト・ウインター」とは？
あと 30 日で、助けが来る…
隕石の衝突により、全てが雪に覆われてしまった世界。相棒のロ
ボット「AKO-LIGHT（アコライト）
」が受信した無線により 30 日
後に助けが来ることを知らされたジェイコブ・ソロモンは、共に
遭難した 4 人の仲間の命を守るため、
雪の中の探索を開始します。
30 日間を、全員で生き延びる。それだけがあなたの使命となりま
す。
○ゲームソフト『Impact Winter インパクト・ウインター』
○公式サイト：http://impactwinter.bn-ent.net/
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