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報道関係各位

大人気テレビアニメ「おそ松さん」がナムコを乗っ取り！？
「塾」「なぞとき」「クレープ」追加で過去最大規模の展開に！

おそ松さん×ナムコ キャンペーン 新コンテンツスタート！
2017 年 12 月 15 日（金）～、アニ ON STATION・なぞとも Cafe・MOMI&TOY’S で
株式会社ナムコ（本社：東京都港区／社長：萩原 仁）は、テーマパーク「ナンジャタウン」(東京・池袋)、全国のアミ
ューズメント施設で、2017 年 11 月 10 日（金）より、過去最大規模のキャラクターコラボイベント「おそ松さん×ナムコ キャ
ンペーン」を開催しています。このたび 2017 年 12 月 15 日（金）より、次世代キャラクターカフェ「アニ ON STATION」
（全
国 5 店舗）
、謎とき体験ポータルスタジオ「なぞとも Cafe」(全国 7 店舗)、ナムコのアミューズメント施設内のク

レープショップ「MOMI&TOY’S（以下モミアンドトイズ）」4 店舗(北海道・大阪(2 店舗)・福岡)で、新コンテ
ンツがスタートいたします。
今回のキャンペーンは、“リア充撲滅！6 つ
子のニートたちがナムコを乗っ取った”をコン
セプトに、
「アニ ON STATION」では、６つ子た
ちをフィーチャーしたプログラムやドリンク、
オリジナルグッズなどをご用意。「なぞとも
Cafe」では、作品の世界観を体験できる謎とき
アトラクションが登場。ナムコ施設内「モミア
ンドトイズ」では、好きなキャラクターをアピ
ールできるコラボクレープを販売いたします。
©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

ナムコでは、自社が運営する複数のエンターテインメント業態と有力作品が同時期に多重のコラボレーションを
行い、ファンの皆様に作品世界観をより多面的にお楽しみいただく独自の“マルチフェイスコラボモデル”と位置
付けて本企画を実施していきます。
※詳細は添付資料と「おそ松さん×ナムコ」ポータルサイト、各施設、店舗の公式 Twitter をご覧ください。

おそ松さん×ナムコ キャンペーン開催一覧
おそ松さん×ナムコ ポータルサイト
施設

キャンペーンタイトル

ナンジャタウン

「おそ松タウン」

アミューズ
メント施設

おそ松さん×ナムコ
アミューズメントキャンペ-ン

アニ ON STATION

「松野塾」

なぞとも Cafe

「おそ松さん IN なぞとも Cafe」

ナムコ施設内

MOMI&TOY’S

～トト子ちゃんとデート権強奪大作戦！？～

「推し松クレープ」

ＵＲＬ：http://www.namco.co.jp/event/osomatsusan/
開催期間と公式 HP および公式 Twitter
2017 年 11 月 10 日（金）～2018 年 1 月 14 日（日）
イベント特設 HP: http://event.namco.co.jp/namja/osomastutown/
公式 Twitter：https://twitter.com/namjatown765
2017 年 11 月 10 日（金）～12 月 17 日（日）
公式 HP: http://www.namco.co.jp/event/game_center/osomatsusan-campaign.html
公式 Twitter：https://twitter.com/namco_jp
2017 年 12 月 15 日（金）～2018 年 2 月 4 日（日）
イベント特設 HP:http://www.namco.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/matunojyuku/
公式 Twitter：https://twitter.com/namco_anion
2017 年 12 月 15 日（金）～2018 年 3 月 14 日（水）
公式 HP: http://nazotomo.com/
公式 Twitter：https://twitter.com/nazotomo
2017 年 12 月 15 日（金）～2018 年 2 月 18 日（日）
公式 HP：http://www.namco.co.jp/cafe_and_bar/osomatsusan-crepe/index.html

※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。
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おそ松さん×ナムコ キャンペーン 新コンテンツスタート！

◆アニ ON STATION「松野塾～トト子ちゃんとデート権強奪大作戦！？～」
トト子ちゃんがデートをするという情報を仕入れた６つ子たちが、
デートを失敗させるため、ついでに世のリア充共を撲滅するための
資金集めとして塾を開校！
お客さまは“松野塾に授業を受けにきた”設定で、入塾気分を盛り
上げる校訓復唱や、クイズ番組風の授業（スペシャルプログラム）
を体験できます。授業時間には録り下ろしのキャラクターボイスが
楽しめ、さらに松野塾特製ポストカードのプレゼントや、講師別に
２回授業を受けるともらえる参考書風デザインのクリアファイルな
どの特典もご用意しています。また、６つ子をモチーフにしたドリ
ンクや勉強の休憩にぴったりのフード、松野塾オリジナルグッズが
登場します。
また、各店舗の授業や特典は前期・後期で内容が変わります。
◆AKIHABARA 本店・名古屋ビーカム栄店・なんばパークス店
前期：2017 年 12 月 15 日（金）～2018 年 1 月 7 日（日）
後期：2017 年 1 月 8 日（月・祝）～2 月 4 日（日）
◆札幌エスタ店・博多バスターミナル店
前期：2017 年 12 月 25 日（月）～2018 年 1 月 7 日（日）
後期：2018 年 1 月 8 日（月・祝）～1 月 21 日（日）
※詳細はイベント特設ＨＰをご覧ください。

《松野塾特製ポストカード（前期）》

◆６つ子が講師になるクイズ番組風「授業（スペシャルプログラム）」
６つ子それぞれの得意分野をフィーチャーし、クイズ形式で出題
していくプログラムです。授業を受けるお客さまみんなでＭＣが
出題する問題に答えていただきます。
それぞれの授業内容は、おそ松：
「遊び人学」
、カラ松：「ファッショ
ン学」
、チョロ松：
「アイドル学」
、一松：
「動物(ネコ)学」
、十四松
：
「フィジカル学」トド松：
「デート術学」となります。
また、
「授業」に来られたお客さまには松野塾特製のポストカード
を入場時にお渡しする他、前期、後期それぞれの期間内で講師別に
２回授業を受けると、参考書風デザインのクリアファイルをプレゼ
ントいたします。
《参考書風クリアファイル一例》
※デザインは前期・後期で変わります。

◆自主学習時間には「期松テスト」が受けられる！
AKIHABARA 本店、名古屋ビーカム栄店、なんばパークス店では授業の
ほかに自主学習時間（カフェタイム）をご用意しています。自主学習時
間には限定のクイズプログラム期末テスト（参加料金：1 回 300 円）
を受けることができ、
成績に応じて通知表風ポストカードがもらえます。
テストの問題はテレビアニメ
「おそ松さん」
のエピソードより出題され、
難易度は優しいものから超マニアックなものまで様々な問題をご用意
しています。また、出題内容は前期・後期で変更されます。

《通知表風ポストカード》
©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
※商品、特典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。 ※画像はイメージです。
※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。※価格は全て税込です。
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おそ松さん×ナムコ キャンペーン 新コンテンツスタート！
◆コラボドリンク

■コラボメニューの一部をご紹介

価格：各 700 円

※ドリンクにはそれぞれのキャラクターのコースターが１枚付いてきます。
※コースターの柄は前期・後期で変更になります。

おそ松先生の
「ちゃんとした、クランベリー」ドリンク

カラ松先生の
「青い空とサンシャイン」ドリンク

チョロ松先生の
「チョロっと甘い、マツちゃラテ」

※商品、景品、特典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。 ※画像はイメージです。
※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。※価格は全て税込です
一松先生の
「底にいる…ブルーベリーミルク」ドリンク

十四松先生の
「オレンジとオレンジじゅうーす」

トド松先生の
「あざとく、末っココア」

■オリジナルグッズの一部をご紹介■

校訓マフラータオル（全 6 種）各 1800 円

アニ ON
店名
アニ ON STATION
札幌エスタ店

STATION「松野塾～トト子ちゃんとデート権強奪大作戦！？～」開催店舗
開催期間

2017 年 12 月 25 日（月）～2018 年 1 月 21 日（日）

アニ ON STATION
AKIHABARA 本店

2017 年 12 月 15 日（金）～2018 年 2 月 4 日（日）

アニ ON STATION
名古屋ビーカム栄店

2017 年 12 月 15 日（金）～2018 年 2 月 4 日（日）

アニ ON STATION
なんばパークス店

2017 年 12 月 15 日（金）～2018 年 2 月 4 日（日）

アニ ON STATION
博多バスターミナル店

2017 年 12 月 25 日（月）～2018 年 1 月 21 日（日）

入場料金
自主学習時間：300 円
授業：600 円

イヤホンジャックチャーム（全 6 種）各 600 円
※ランダム封入

所在地
北海道札幌市中央区北 5 条西 2-1-1 札幌エスタ 9F
公式ツイッター

https://twitter.com/sapporo_anion

東京都千代田区外神田 3-1-16 ダイドーリミテッドビル 1F
公式ツイッター

https://twitter.com/anion_akihabara

愛知県名古屋市中区栄 3−32−6 BECOM SAKAE7F なぞともカフェ内
公式ツイッター

https://twitter.com/anion_bsakae

大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 なんばパークス 6F なぞともカフェ内

公式ツイッター

福岡県福岡市博多区博多駅中央街 2-1 博多バスターミナルビル 7F
公式ツイッター

プログラム所要時間
フリー入場制
1 回 90 分（完全入替制）

https://twitter.com/anion_namba
https://twitter.com/anion_hakata
「アニＯＮ STATION」 公式ＨＰ

http://www.namco.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/
公式ツイッター

https://twitter.com/namco_anion

※自主学習時間は AKIHABARA 本店、名古屋ビーカム栄店、なんばパークス店のみの実施となります。
※営業時間やプログラムは店舗により異なります。詳しくはアニ ON STATION 公式ＨＰをご覧ください。
©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
※商品、特典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。 ※画像はイメージです。
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おそ松さん×ナムコ キャンペーン 新コンテンツスタート！
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◆なぞとも Cafe「謎ときアトラクション～トト子ちゃんとデート権強奪大作戦！？～」
トト子ちゃんがデートをするという情報を仕入れた 6 つ子たち。
デートを失敗させるため、ついでに世のリア充共を撲滅するため、優
勝すればどんな願いでも叶うという『センバツ』に向けて、開催場所
となる、なぞとも Cafe を乗っ取った！

◆店内回遊型謎ときアトラクション「ナゾラリー」
“ナゾラリー”は、手元の謎とき用ゲーム用紙と、カフェの中に貼られたパネルやアイテムを用いて謎を解き明かしていく、カ
フェエリア内を巡る回遊型の謎ときイベントです。今回の謎ときアトラクションは、ナムコが開発したスマートフォンアプリ『ロ
ケなぞ』を使用し、冊子とアプリの情報を組み合わせて、謎を解き、6 つのストーリーを進行させて、なぞとも Cafe へやって
きた 6 つ子たちと協力して謎を解き進めていく物語をご体験いただけます。
（参加料金：1 キット 1,080 円 ※詳しくは「なぞともサイト http://nazotomo.com/」をご覧ください。
）

◆謎ときアトラクション「ミッションＣＵＢＥ」
作品の世界観を再現したリアルな小部屋で主人公になりきってミッションにチャレン
ジ！謎ときの小部屋“CUBE”内は作品に登場する「銭湯（赤塚湯）
」を再現。
優勝すればどんな願いでも叶うという「センバツ」に出場することでトト子ちゃんとの
デート権奪取を目論む 6 つ子たち。まずはデートに備え身を清めるべく銭湯へとやって
きた。しかし風呂場のトビラが開かず、銭湯に閉じ込められてしまった！その場に偶然
居合わせたあなた。
6 つ子たちがのぼせてしまうまで 765 秒！なんとか銭湯から抜け出す方法を見つけ出
せ！
（参加料金：1 回 1,080 円 ※詳しくは「なぞともサイト http://nazotomo.com/」をご覧
ください。
）

◆謎ときグッズ「ＮＡＺＯＬＥＴ（ナゾレット）」
CD ケースに入った冊子ツールと WEB サイトが連動したミッションストーリー体験がで
きる謎ときグッズを販売いたします。
（参加料金：1 回 1,080 円 ※詳しくは「なぞともサイト http://nazotomo.com/」をご覧
ください。
）

◆「ナゾラリー」、
「ミッション CUBE」
、
「NAZOLET」にご参加いただいた方にはもれなく「なぞとも Cafe オリ
ジナルおそ松さんステッカー」
（全９種）をランダムで１枚プレゼントいたします。

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
※商品、特典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。 ※画像はイメージです。
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おそ松さん×ナムコ キャンペーン 新コンテンツスタート！

◆コラボスイーツ＆ドリンク「湯上りお茶菓子セット」
6 つ子をイメージしたホットドリンクとお菓子のセットを販売します。
ドリンクはキャラクターごとに味をお選びいただけ、１セットご購入
ごとにドリンクと同じキャラクターのオリジナルステッカーが付いて
きます。
（価格：800 円） 《ステッカーデザイン》

※「湯上りお茶菓子セット」イメージです。

なぞとも Cafe「謎ときアトラクション～トト子ちゃんとデート権強奪大作戦！？～」開催店舗
店名
なぞとも Cafe 新宿店
なぞとも Cafe428（シブヤ）
自由が丘なぞとも Cafe
なぞとも Cafe 名古屋栄店
なぞとも Cafe 京都新京極店
なぞとも Cafe なんばパークス店

所在地

営業時間

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
店舗ＨＰ
http://nazotomo.com/nazotomocafe/shinjuku/top.php
東京都渋谷区道玄坂 2-29-5 渋谷プライム 4 階
店舗ＨＰ
http://nazotomo.com/nazotomocafe/shibuya/top.php
東京都目黒区緑が丘 2-25-7 ラ･クール自由が丘 2F
店舗ＨＰ
http://nazotomo.com/nazotomocafe/jiyugaoka/top.php
愛知県名古屋市中区栄 3-32-6 BECOME SAKAE 7 階
店舗ＨＰ
http://nazotomo.com/nazotomocafe/nagoyasakae/top.php
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
店舗ＨＰ
http://nazotomo.com/nazotomocafe/kyotoshinkyogoku/top.php
大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 なんばパークス 6 階
店舗ＨＰ
http://nazotomo.com/nazotomocafe/nambaparks/top.php
福岡県福岡市中央区天神 2-7-8 2 階
店舗ＨＰ
http://nazotomo.com/nazotomocafe/fukuokatenjin/top.php

平日 12:00-23:00/
土日祝 10：00-23：00
平日 11:30-23:00/
土日祝 10：00-23：00
平日 11:00-19:00/
土日祝 10：00-20：00
11:00-23:00
24 時間営業
11:00-23:00

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。

なぞとも Cafe 福岡天神店

◆ナムコ内のクレープショップ MOMI&TOY’S「推し松クレープ」
ナムコが 6 つ子たちに乗っ取られる！？リア充のスウィーツ（？）であるクレープショップも例外ではなかった……
なんと！6 つ子たちがトト子ちゃんへ、自分たちをアピールしようとクレープを作ってしまった！？
6 つ子たちをイメージした「推し松クレープ」6 種類を販売いたします。
ミニクッションストラップ付（ブラインド販売）のグッズセットもご用意いたします。
また、おそ松さん仕様のラッピングカーやキャラクターパネルが登場し、フォトスポットとしてご利用いただけます。

※ミニクッションストラップイメージです。

※クレープイメージです。

◆価格
クレープ単品：800 円
グッズセット：1,600 円

ナムコ内のクレープショップ MOMI&TOY’S「推し松クレープ」取扱店舗
店名

所在地

営業時間

MOMI&TOY’S namco 札幌エスタ店

北海道札幌市中央区北５条西 2-1-1 札幌エスタ９階

11:00-20:00

MOMI&TOY’S namco 梅田店

大阪府大阪市北区小松原町 3-3 OS ビル２階

平日 /13:00-23:00
土日祝/12:00-23:00

MOMI&TOY’S ナムコランド鳳店

大阪府堺市西区鳳南町 3-199-12 アリオ鳳 3 階

11:00-20:00

MOMI&TOY’S namco 博多バスターミナル店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街 2-1 博多バスターミナル 7 階

12:00-20:00

©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会
※商品、特典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。 ※画像はイメージです。
※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。※価格は全て税込です。

