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ゲームアプリ『HELIOS Rising Heroes』とNAMJATOWNが初コラボ︕

「エリオスライジングヒーローズ in ナンジャタウン ～Cat Heroʼs Mission!～」
7月16日(金)より開催︕
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株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する体験型複合施設「NAMJATOWN」(東京・池袋)は、今年8月に1周年を迎え
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るゲームアプリ『HELIOS Rising Heroes』とのコラボレーション催事「エリオスライジングヒーローズ in ナンジャタウン ～Cat Hero’s
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Mission!～」を2021年7月16日(金)から8月22日(日)まで開催します。
本催事では、ナンジャタウンへ潜入調査に向かう「ヒーロー」たちが、ねこ耳しっぽと燕尾服をまとった描き起こしミニキャライラストで登
場します。こちらのイラストを使用したオリジナルグッズをお買い求めいただけるほか、もれなくオリジナル景品がもらえるミニゲーム「緊急出
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動︕BURST BATTLE」や園内を巡るラリーゲーム「猫の街角パトロール」、オリジナルデザート＆フードをお楽しみいただけます。
また、描き起こしイラストをイメージした手のひらサイズのぬいぐるみ、「エリオスライジングヒーローズ in ナンジャタウン ちびぐるみ～
Cat Hero’s Mission!～vol.1～4」がクレーンゲーム機用アミューズメント景品として登場します。
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なお、池袋での会期終了後、9月10日(金)より大阪・梅田の「Hugood! from NAMJATOWN」での開催が決定しました。
さらに「ナムコパークス オンラインストア」(https://parks2.bandainamco-am.co.jp/)にて、オリジナルグッズのインターネット通
販や、会場と同じ景品がもらえる景品ミニゲームを展開します。
「エリオスライジングヒーローズ in ナンジャタウン ～Cat Heroʼs Mission!～」
開催期間︓2021年7月16日(金)～8月22日(日)
◆オリジナルグッズの販売 ※インターネット通販あり
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◆ミニゲーム「緊急出動︕BURST BATTLE」
◆ラリーゲーム「猫の街角パトロール」
◆アミューズメント景品「エリオスライジングヒーローズ in ナンジャタウン
ちびぐるみ～Cat Hero’s Mission!～vol.1～4」
◆オリジナルデザート＆フードの販売

▲「エリオスライジングヒーローズ in ナンジャタウン ちびぐるみ
～Cat Hero’s Mission!～vol.1～4」

「エリオスライジングヒーローズ in ナンジャタウン ～Cat Heroʼs Mission!～」特設サイト
https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/helios/
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【詳細は次ページ以降をご覧ください】

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容の変更、中止となることがあります。 ※画像はイメージです。
※商品・景品は数量に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

「エリオスライジングヒーローズ in ナンジャタウン ～Cat Heroʼs Mission!～」詳細

添付資料(1/3)

◆オリジナルグッズ
描き起こしミニキャライラストを使用したオリジナルグッズなどを販売します。「HELIOS Rising Heroes」関連商品を1会計につき税込
3,000円お買い上げごとに、オリジナルねこ型カード(全19種)を1枚プレゼント︕お好きな絵柄をお選びいただけます。
＜オリジナルグッズ一例＞

アクリルスタンド (全19種)

マスコットチェア (全5種)

クリアウインドウバッグ (全5種)

価格︓各1,200円

価格︓各1,800円

価格︓各3,000円

＜店頭購入特典＞

オリジナルねこ型カード (全19種)

◆ナムコパークス オンラインストア (インターネット通販)
https://parks2.bandainamco-am.co.jp/category/GOODS/
期間︓2021年7月16日(金)10:00～8月23日(月)23:59
※商品の発送目安は2021年11月頃の予定です。 ※別途送料がかかります。 ※インターネット通販では購入特典のオリジナルねこ型カードは付
きません。

◆ミニゲーム「緊急出動︕BURST BATTLE」
ゲームアプリ内でおなじみの「バーストアニメーション」を大画面でお楽しみいただけるデジタルルーレットです。出動するセクターをタッチパ
ネルで選んでバトル開始︕挑戦回数に応じて「バーストアニメーション」が流れ、結果に応じてもれなく景品がもらえます。また、5回券に
よる5回連続での挑戦で、作中のチームワーク技である「ユニオンアタック」演出が発生します。
価格︓600円/1回
＜景品一例＞

A賞︓アクリルキーホルダー

B賞︓キャラPOPスタンド

C賞︓入館証風カード

(全19種)

(全19種)

(全19種) ※ランダム配付

©2019 Happy Elements K.K
※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容の変更、中止となることがあります。※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。
※商品・景品・特典は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

添付資料(2/3)

「エリオスライジングヒーローズ in ナンジャタウン ～Cat Heroʼs Mission!～」詳細

◆ラリーゲーム「猫の街角パトロール」
NAMJATOWN園内に、高エネルギー体【サブスタンス】が出現︕目撃情報を頼りに「ヒーロー」がいるポイントを巡り【サブスタンス】を
回収しましょう。見事ゴールすると景品が1つもらえます。
① 受付でラリー用紙を受け取り、ヒントを頼りに、園内を巡り「ヒーロー」(パネル)を探してください。
② 【サブスタンス】を回収したら受付へ戻ろう︕景品が１つもらえます。
※ご利用には、二次元コード読み取り機能、インターネット接続機能のある通信端末が必要です。携帯電話(フィーチャー・フォン)はご利用いただけません。
※「ヒーロー」たちがいるポイントの二次元コードをスマートフォンなどで読み取ると、「ヒーロー」たちの会話を読むことができます。
※通信料等はお客さまのご負担となります。

価格︓1,200円/1回

参加賞︓パスケース(全19種) ※絵柄は選べます。

◆ナムコパークス オンラインストア (景品ミニゲーム)
https://parks2.bandainamco-am.co.jp/category/PRIZE/
期間︓2021年7月16日(金)10:00～8月23日(月)23:59
※オリジナル景品の発送目安は2021年11月頃の予定です。 ※別途送料がかかります。

◆アミューズメント景品
手のひらサイズのぬいぐるみ「ちびぐるみ」の、ねこ耳しっぽと燕尾服をまとっ

＜アミューズメント景品＞

た「エリオスライジングヒーローズ in ナンジャタウン ちびぐるみ～Cat
Hero’s Mission!～vol.1～4」が、ナンジャタウンに隣接する施設「プラ
イズストリート＠サンシャインシティ」とネットクレーンモール「とるモ」、直営ア
ミューズメント施設「namco」の一部店舗に登場します。
景品登場日
ナンジャタウン隣接「プライズストリート＠サンシャインシティ」・直営アミュー
ズメント施設「namco」

「エリオスライジングヒーローズ in ナンジャタウン ちびぐるみ
～Cat Hero’s Mission!～vol.1～4」

https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/helios/crane.html
2021年7月16日(金)
※「プライズストリート＠サンシャインシティ」はナンジャタウンにご入園いただかなくてもご利用いただけます。

ネットクレーンモール「とるモ」
2021年7月16日(金)10:00
▼「とるモ」WEB ページ
https://s.torumo.namco.co.jp/sh/HiN_W
▼｢とるモ｣ iOS アプリページ
https://s.torumo.namco.co.jp/sh/Hin_i
▼｢とるモ｣ GooglePlay アプリページ
https://s.torumo.namco.co.jp/sh/HiN_A
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※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容の変更、中止となることがあります。※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。
※景品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

添付資料(3/3)

「エリオスライジングヒーローズ in ナンジャタウン ～Cat Heroʼs Mission!～」詳細

◆オリジナルデザート＆フード
『HELIOS Rising Heroes』のキャラクターをモチーフにしたオリジナルメニュー(全10種)を販売します。対象メニューを1品お買い上げ
ごとにオリジナルブロマイド(全19種、メニューごとに指定デザインからお選びいただけます)を1枚プレゼント︕
＜メニュー 一例＞

ウエストセクターの

イーストセクターの

イクリプスの

イエローウエストデミハンバーグ

ミニミニグリーンイーストカップパフェ

キャラメルソースのカフェラテフロート

価格︓950円

価格︓950円

価格︓890円

※池袋のみでの販売となります

※池袋のみでの販売となります

※池袋のみでの販売となります

▼アッシュ・オルブライト バースデーセット

▼ビリー・ワイズ バースデーセット

ソフトドリンク(クリアボトル付き)(全1種)

バースデーセット(全2種)

価格︓1,500円

価格︓（トートセット）3,300 円、（ケーキ単品）1,680 円

※中身のドリンクはお選びいただけます。
※オリジナルブロマイドプレゼント対象外です。

※オリジナルブロマイドプレゼント対象外です。

◆大阪・梅田の「Hugood! from NAMJATOWN」での開催が決定︕
池袋での会期終了後、9月10日(金)より「Hugood! from NAMJATOWN」での開催が決定しました。
詳細はHugood! from NAMJATOWN公式サイトやTwitterアカウントでお知らせします。

「エリオスライジングヒーローズ in ナンジャタウン ～Cat Heroʼs Mission!～」
大阪・梅田での開催について
開催期間︓2021年9月10日(金)～10月3日(日)
開催場所︓Hugood! from NAMJATOWN (大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 9階)
Hugood! from NAMJATOWN
【公式サイト】 https://bandainamco-am.co.jp/tp/hugood/hugood-from-namjatown/
【公式Twitter】 https://twitter.com/Hugoodfn_osaka
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※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容の変更、中止となることがあります。※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。
※商品・特典は数量に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
なお、同店を含む当社施設では各種の新型コロナウイルス感染症対策を行っています。
詳しくは当社ホームページ(https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html)をご覧ください。

