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皿割り！いたずら！思いっきりやって「叱られる」ほど楽しい 

「ナンジャ叱られフェス 2019」 

12 月 31 日(月)20 時よりスタート！ 

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営するテーマパーク「ナンジャタウン」(東京・池袋)は、2018 年 12 月 31(月)~2019

年 3 月 17 日(日)までの期間、「叱られは愛だ」をテーマにした期間限定イベント「ナンジャ叱られフェス 2019」を開催します。 

 

本イベントでは、設定されたストーリーの中の登場人物として普段体験できないことを遠慮なく思い切りやってスッキリした後、ピシャリ

と叱られながらも愛のある言葉をかけられ温かい気持ちになれるエモーショナルな体験ができます。ストレス解消セラピーとしても注目さ

れる「皿割り」や専門の装具を身に着けて疑似体験する「おもらし」など普段はなかなか体験できない４種類のシチュエーションが体験

でき、各シーンに合わせて武士やお母さんなどの「叱り役」が参加者をストーリーに引き込み、ピシャリと叱りつつも思いやりのある言葉を

かけてくれます。 

さらに、お客さまが投函したいたずらの内容を奉行に扮した DJ がお白洲風に紹介する「お裁き！福袋奉行 SHOW」など、本来楽し

いことではない「叱られる」ことをエンターテインメントにした、ナンジャタウン初のエモーショナルイベントとなります。 

また、12 月 31 日(月)は「ナンジャ叱られフェス 2019」の開催を記念して、営業時間を翌 3 時まで延長し、7 月に開催して好評

を博した「ナンジャ怨霊フェス 2018」が 1 日限定で復活するほか、100 食限定の年越しそば餃子の販売など楽しいことが盛りだくさん

の年に 1 度のスペシャルＤＡＹです。 

 

 

【詳細は次ページをご覧ください】 

 

 

※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。 
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◆ナンジャ叱られフェス 2019 概要                                                                    

4 種の叱られアトラクションとショーやグリーティング、フードを通じて「叱られ」エンターテインメントが体験できます。 

期間：12 月 31 日(月)～3 月 17 日(日)  期間中の土・日・祝日 18 時より開催 

◆叱られアトラクションが全 4 種登場 

◆叱られショー&グリーティング開催 

◆叱られフード(1 種)の販売 
 

※12/31(月)は 20 時～翌 2 時(ナンジャタウンの閉園は 3 時)まで開催します。 ※1/2(水)、1/3(木)、1/4(金)は 18 時より開催します。  

※1/1(火)の開催はございません。※イベントの特性上お客さまを叱責する演出があります。 

■叱られアトラクションが全 4 種登場                                                        

◆失禁体験アトラクション「失禁・ザ・リアル」 

お漏らしする感覚をリアルに疑似体験できる「失禁体験装置」を装着し、 

ドクターに叱られながらお漏らし体験ができるアトラクションです。 

※服装はパンツスタイルでご来園ください。体験装置の仕様上、スカート・ワンピースではご利用 

いただけません。 

料金：600 円 

ストーリー： ナンジャタウンに夜だけ開業する、怪しい診療所。 

患者であるあなたは、診察室でドクターから、「治療中はおしっこがしたくなるけれど、 

我慢するように」と告げられる。しかし、尿意はどんどん強くなっていき、ついに…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆皿割りアトラクション「信長コレクション」 

発散屋の主人から手渡された信長がコレクションしている皿を専用のタイル 

に向けて力いっぱい叩きつけてください。 

※皿割りは特定の場所で徹底した安全管理のもとお楽しみいただきます。 

料金：800 円 

ストーリー：ここは怪しい「発散屋」。なんでも信長が愛する皿を割って 

しまえる場所。そんな見つかったらただでは済まない行為に魅力を感じたあなたは、 

差し出された皿を叩き割る。その時いるはずのない人物が・・・あなたはどうなるのか？  

 

※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。 ※画像はイメージです。※価格は税込みです。 

 

失禁体験装置とは… 

膀胱を圧迫することで尿意を感じさせ、内股の水袋にお湯を流すことでおしっこの温かさと気持ち悪さ 

を再現します。これらの刺激を統合して体験者へ与えることで尿意と排尿感を疑似的に再現します。 

※本アトラクションは、「失禁研究会」の監修・協力・技術提供のもと製作されています。 

 

「失禁研究会」とは 

電気通信大学の高度 ICT 実験公開工房「ピクトラボ」で研究活動を行っている、有志学生による 

団体です。排泄に関わるあらゆる問題を解決するため日々研究を続けています。 

失禁研究会では体験者にまるでお漏らしをしてしまったかのような感覚を与える失禁体験装置の 

開発をしています。 

＜失禁研究会の主な実績＞ 

※2018 年 10 月 23 日 総務省プログラム異能 vation 破壊的な挑戦部門採択 

※他 TV、イベントへの出展多数 

失禁研究会公式ホームページ 

https://urealabyrinth.wixsite.com/incontinence 

 
▲専用装置装着イメージ 

 

▲叱られるイメージ 

▲専用装具装着イメージ 

▲叱られるイメージ 

▲専用装具装着イメージ 
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そのほか、黒板消しを扉に仕掛けたあなたが廊下に立たされてしまう教室アトラクション「生徒 VS 熱血教師」や、ゲーセンアトラクション

「絶対揺らすな！スウィートランド」が体験できます。 

 

■参加して叱られよう！ショー＆グリーティング開催                                                     

◆お白洲トークショー「お裁き！福袋奉行 SHOW」 

開催場所：縁日広場 

過去に行ったいたずらを専用の用紙に記入して目安箱に投函すればエントリー 

完了。お客さまが投函したいたずらの内容を奉行に扮した DJ がお白洲風に 

紹介します。 

◆叱られグリーティング 

開催場所：縁日広場周辺  

鬼が園内を回遊し、お客さまを叱って回るグリーティングです。 

叱られたい人は鬼に声をかけてみよう！ 

 

ショー&グリーティングのスケジュールは後日特設サイトで公開します。 

■叱られフードの販売                                                                 

◆「叱られｃｈｕ♡プリン」 

価格：1,000 円 

販売店名：餃子の宮でんでん 

販売期間：12 月 31 日(月)～3 月 17 日(日)  

期間中の土・日・祝日 18 時より販売 

※12 月 31 日(月)は 20 時~翌 2 時の販売です。 

※1/2(水)、1/3(木)、1/4(金)は 18 時~22 時の販売です。 

マヨネーズのボトルに口をつけて豪快に食べちゃう！？ 

「お行儀が悪いでしょ！」と叱られそうなマヨネーズ風ボトルデザートです。 

上はプルプル触感のプリン、下はなめらかマンゴーデザート。 

付属のカラメルソースはお好みで。 

 

 

 

※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。 ※画像はイメージです。※価格は税込みです。 

※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。 

「本アトラクションは、皿割り事業を展開している「八つ当たりどころ」の監修・協力・技術提供のもと製作されています。 

窯元から廃棄処分となる皿を仕入れ、皿割り後は回収して 100％リサイクルされる、環境にやさしい事業です。 

 

「元祖皿割り 八つ当たりどころ」とは 

リラクゼーションサービス「快援体」が運営する破壊セラピーで、ココロにもやさしい事業です。 

地球にも人間にもやさしい新しいエコ事業として内閣府の環境新モデル事業に認定されています。 

元祖皿割り 八つ当たりどころ」ホームページ 

http://yatsuataridokoro.com/ 

 

▲叱られグリーティングイメージ 
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◆「ナンジャ叱られフェス 2019」初日の 12 月 31 日(月)は大晦日ならではの楽しみがいっぱい！                   

大晦日のナンジャタウンは閉園時間を普段の 22 時から深夜 3 時まで変更して延長営業！屋内型テーマパークなので天候や気温

を気にせず快適に過ごすことができます。「ナンジャ叱られフェス 2019」などのイベントやアトラクションで遊んだり、“ナンジャ餃子スタジア

ム”でご当地餃子の食べ比べをしたり、かわいいデザートを楽しんだりしながら 2019 年を迎えよう！ 

《大晦日・元旦の営業時間》 

〇2018 年 12 月 31 日(月)10 時～翌 3 時閉園(最終入園翌 2 時) 

※「ナンジャ叱られフェス 2019」「ナンジャ怨霊フェス 2018」は深夜 2 時までの開催です。 

〇2019 年 1 月 1 日(火・祝)10 時～22 時閉園(最終入園 21 時) 

※1 月 2 日(水)以降も通常通り営業します。 

◆「ナンジャ怨霊フェス 2018」を大晦日の夜だけ限定開催！                                                

２018 年 11 月まで開催して好評を博した、ナンジャタウン開園以来「最恐」の 

お化け屋敷『ダルマサマ』をはじめ、「ひきこさん・ザ・ライド」「ゾンビブレイカー・凶」 

など 3 つの恐怖アトラクションを体験できるホラーフェス「ナンジャ怨霊フェス 2018」 

が大晦日の夜 20 時から 1 夜限定で復活！もののけ番外地にも再び怨霊が 

現れ、街を通る人々に襲いかかります。 

 

 

 

◆ 大晦日～お正月限定のデザート＆フードを販売！                                               
 

 

商品名：年越しそば餃子 

価格：600 円 

販売店名：一口餃子酒場 BLG 

※12 月 31 日 18 時より 100 食限定販売。 

 

新春☆合鴨入りのあったかお雑煮 

価格：680 円 

販売店名：サンタチューボー！ 

※1 月 1 日 0 時～1 月 3 日まで販売 

 

開運☆溶けない!?絵馬アイス！ 

価格：1,080 円 

販売店名：羽根付き餃子の共演 

※1 月 1 日 0 時より数量限定販売 

※チョコペンは別売り(各 150 円)です。 

 

◆ ナンジャタウンのオリジナルグッズがつまった NEKOFUKUBUKURO(全 2 種)を数量限定で販売！                                           

種類：紅：ナジャヴ ver. 白：モジャヴ ver. 

価格：5,000 円 

発売日時：12 月 31 日(月)20 時 

高さ約 150mm のビッグアクリルキーホルダーやミニクッションのほか、 

ナンジャタウンオリジナルグッズ 2 点が入ったスペシャル福袋です。 

 

 

※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。 ※画像はイメージです。※価格は税込みです。 

※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。 

 

 

ナンジャ怨霊フェス 2018 

開催日時： 12 月 31 日 20 時～翌 2 時 

※過去に開催したアトラクション「こっくりさん・ザ・リアル」はございません。 

 

 

 
▲もののけ番外地を徘徊する怨霊（過去開催時の様子） 

 

＜中身一例＞ 

 
▲ビックアクリルスタンド(全 2 種) 

 
▲チョコペン(別売)で

可愛くデコレーション！ 
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