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事件発生から学級裁判までをリアルに体験‼

「『ダンガンロンパ 1・2 Reload』in なぞともカフェ 第 2 弾」
2018 年 8 月 10 日(金)より全国 6 か所で開催
株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する謎とき体験施設『なぞともカフェ』(全国 6 店舗)は、ハイスピード推理アクションゲ
ーム『ダンガンロンパ 1・2 Reload(※1)』とコラボレーションしたリアル謎解きイベントの第 2 弾「『ダンガンロンパ 1・2 Reload』in なぞとも
カフェ 第 2 弾」を 2018 年 8 月 10 日(金)から 12 月 9 日(日)まで開催します。

仮）画像
メインビジュアル
or
ポスタービジュアル

謎とき体験ができる個室『ミッション CUBE(キューブ)』とカフェスペースを組み合わせて開催するイベントは今回が初の試みです。
“死体発見現場”をイメージした部屋『ミッション CUBE』のなかで現場検証を通じて情報を集め、“非日常（捜査・推理）パート”をカ
フェスペースで行います。最後に“学級裁判”をイメージした『ミッション CUBE』のなかで、集めた情報を元にクロ（犯人）を見つけて論
破し『ダンガンロンパ』の世界観をリアルに体験できます。
また、場所や時間を選ばずに遊べる謎ときグッズ『NAZOLET(ナゾレット)』を、全国のなぞともカフェ 6 店舗と株式会社ランシステム
の複合カフェ『スペースクリエイト 自遊空間(※2)』の 61 店舗、オンライン書店 e-hon にて 9 月より販売します。
【詳細は次ページをご覧ください】
©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
※1『ダンガンロンパ』シリーズは、株式会社スパイク・チュンソフトから発売されているハイスピード推理アクションゲーム。学級裁判の中で相手の矛盾を論破し、殺人事
件の犯人を暴いていく。『ダンガンロンパ 1・2 Reload』はシリーズ第 1 弾の『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』と、第 2 弾『スーパーダンガンロンパ 2 さよ
なら絶望学園』を 1 本にまとめた PlayStation® 4/PlayStation® Vita 用ソフト。
※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
180 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。
※「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。
※株式会社ナムコと株式会社バンダイナムコエンターテインメントのアミューズメント機器事業部門は 2018 年 4 月 1 日より株式会社バンダイナムコアミューズメントと
してスタートしました。
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添付資料(1/2)

ミッション CUBE(キューブ)「ダンガンロンパ 1・2 Reload ナイトメア ～悪夢の学級裁判へようこそ～」
料金：2,160 円／名 ※学級裁判パートのリピートは 540 円／人 ※最大 4 名まで一緒に参加できます。
参加特典：オリジナルクリアファイル（全 1 種）
ルーム型謎ときアトラクション『ミッション CUBE(キューブ)』とカフェスペースを使って謎ときをする期間限定コンテンツです。
『ダンガンロンパ』シリーズの物語さながらに、 “死体発見現場”をイメージした部屋の中で制限時間 5 分以内に現場検証を行い
（最大 2 回まで挑戦可能）、次にカフェスペースでじっくり犯人を推理します。最後は“学級裁判”をイメージした部屋のなかで制限
時間 10 分以内に集めた情報と推理を元にクロ（犯人）を見つけだしクリアを目指します。

≪ストーリー≫
「ピンポンパンポーン…！死体が発見されました！オマエラ、死体発見現場の、ホテル旧館まで急いで集合してください！」
「死体…！？なんの悪ふざけだ…？」
「わたし達も行った方がいいよね…。急ごう。」
学園長「モノクマ」の突然のアナウンスに、日向 創は七海 千秋と共に死体発見現場へ急いだ。
現場に到着すると、そこには変わり果てた左右田 和一の姿が…
犯人”クロ“を見つけなければ、全員”おしおき“されてしまう！！謎を解き明かし、学級裁判で犯人“クロ”を論破しろ！

ミッション CUBE 体験イメージ▶
©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
※「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。 ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。
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ダンガンロンパ ドリンクセット
価格：各 600 円
販売期間：発売中（2018 年 9 月 14 日(金)まで）
ノベルティ：謎ときメッセージ付きクリアストロークリップ＆コースターセット（全 17 種）
※ブラインドパッケージ。ランダム配布。

アトラクションの待ち時間や気分転換にぴったりな謎ときが手軽に楽しめる「クリアストロークリップ」
と「コースター」がドリンクメニューとセットになったコラボセットです。
「クリアストロークリップ」は、ストローから外すとクリップとして使用できます。
※テイクアウトが可能です。

★なぞともカフェとは
お客さま同士が協力しながら制限時間以内にミッションクリアを目指す「リアルゲーム」を体験できる謎ときエンターテインメント施設です。
ドリンクや軽食が楽しめる“カフェスペース”と謎ときのテーマや難易度が異なる数種類の個室『ミッション CUBE(キューブ)』で構成されて
います。

▲なぞともカフェ 店内イメージ
「『ダンガンロンパ 1・2 Reload』in なぞともカフェ 第 2 弾」概要
開催期間

2018 年 8 月 10 日(金)～12 月 9 日(日)

イベント特設 WEB ページ

http://nazotomo.com/danganronpa1.2relord-2.php

「なぞとも」公式 Twitter

https://twitter.com/nazotomo

開催店舗／所在地

営業時間

なぞとも Cafe 新宿店

【平日】12:00～23:00

東京都新宿区歌舞伎町 1-16-5 ドン・キホーテ新宿東口本店 7F

【土日祝】10:00～23:00

なぞとも Cafe428(シブヤ)

【平日】11:30～23:00

東京都渋谷区道玄坂 2 丁目 29-5 渋谷プライム 4 階 HOOTERS SHIBUYA 内

【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 7F
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 6F
なぞとも Cafe 京都新京極店
京都市中京区新京極蛸薬師下る東側町 525-1 京都吉本ビルパッサージオ 3F

11:00～23:00
11:00～23:00
24 時間営業

なぞとも Cafe 福岡天神店

【平日】12:00～23:00

福岡県福岡市中央区天神 2-7-8 2F

【土日祝】10:00～23:00
©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

※「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。 ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。

