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News Release
https://bandainamco-am.co.jp
ホスト

ファビュラス過ぎる男 たちが猫みみ姿のイラストで登場！

「FABULOUS NIGHT in NAMJATOWN ～ファビュラス NYA おもてなし～」
7月30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、2次元ホストコンテンツ
『ファビュラスナイト』との初めてのコラボレーション催事「FABULOUS NIGHT in NAMJATOWN ～ファビュラス NYA おもてなし～」
を2021年7月30日(金)から9月5日(日)まで開催します。
ホスト

本コラボでは、”ファビュラス過ぎる男 たちがが猫みみ姿でおもてなし！”をテーマに、眠らない街ミセランドのホストちが総勢15名が猫み
み姿の描き起こしイラストで登場します。こがらのイラストを使用しちオリジナルグッズをご購入いちだけるほか、もれなくオリジナル景品が
もらえるミニゲーム「FABULOUS!た Welcomeた Drinkた Rouletteた (ウェルカムドリンクルーレット)」やラリーゲーム「FABULOUS!た Dateた
Planた Rallyた (デートプランラリー)」、オリジナルデザート＆フードをお楽しみいちだけます。まち会場内では、ギルガメッシュ(cv.大塚剛
央)や、緋野天魔(cv.小野賢章)など、各クラブのNo.1ホスト5名いずれかによる録り下ろしボイスの店内放送を聞くことができます。
「ナムコパークスた オンラインストア」(https://parks2.bandainamco-am.co.jp/)では、会場で販売するオリジナルグッズをご購
入いちだけるほか、会場と同じオリジナル景品が手に入る景品ミニゲームもご利用いちだけます。
さらにネットクレーンモール「とるモ」や直営アミューズメント施設「namco」の一部店舗にはコラボ限定アミューズメント景品「アクリルフ
レームた プライズVer.」(全5種)が登場するなど、全国どこにいても“ファビュラスた NYAた おもてなし”を体験できる催事となります。
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なお、池袋での会期終了後、9月24日(金)より大阪・梅田の「Hugoodた!た fromた NAMJATOWNた」でも、本コラボの開催が決定
しましち。
「FABULOUS NIGHT in NAMJATOWN ～ファビュラス NYA おもてなし～」
開催期間：2021年7月30日(金)～9月5日(日)
◆オリジナルグッズの販売 ※インターネット通販あり
◆ミニゲーム「FABULOUS!たWelcomeたDrinkたRoulette」
◆ラリーゲーム「FABULOUS!たDateたPlanたRally」
◆オリジナルデザート＆フードの販売
◆録り下ろしボイスの店内放送
◆アミューズメント景品の展開

▲姫ちがに捧ぐミセランドスパークリングドリンク(890 円)、ほか

「FABULOUS NIGHT in NAMJATOWN ～ファビュラス NYA おもてなし～」特設サイト
https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/fabulousnight_2021/
©Marvelousた/たRejet

【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が変更、中止となることがあります。た ※価格は全て税込です。た ※画像はイメージです。
※商品・景品・アミューズメント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(1/4)

「FABULOUSたNIGHTたinたNAMJATOWN ～ファビュラスた NYAた おもてなし～」詳細

◆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ちオリジナルグッズなどを販売します。『ファビュラスナイト』関連商品を1会計につき税込3,000円
お買い上げごとに、お好きな絵柄のコースター(全15種)を1枚プレゼント！た
＜オリジナルグッズ一例＞

アクリルスタンドた (全15種)

キラキラ缶バッジ (全15種)

価格：各1,000円

価格：1個500円 ※ランダム封入
▼メッセージを書いてコラボ会場内のフラワースタンドに飾ろう！

アルミバルーン(タグ付き) (全5種/ネームタグ15種)

た

価格：各900円
ボトルキープ札風アクリルプレートた (全15種)

※バルーンの絵柄はお選びいちだけます。

価格：1個700円 ※ランダム封入

※タグはクラブ内でランダムのお渡しとなります。

＜店頭購入特典＞

インターネット通販・Hugood!たfromたNAMJATOWN(大阪)

コースターた (全15種)

限定商品

ロゼット (全 5 種)
価格：各 1,500 円
※絵柄はお選びいちだけます。

※ナンジャタウンでの販売はありません。

◆ナムコパークス オンラインストア (インターネット通販)た
https://parks2.bandainamco-am.co.jp/category/GOODS/
販売期間：2021年7月30日(金)10:00～9月6日(月)23:59
※商品の発送目安は2021年11月頃の予定です。 ※受注生産による販売となります。 ※別途送料がかかります。※インターネット通販では購
入特典のコースターは付きません。
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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が変更、中止となることがあります。た ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。
※商品・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。

「FABULOUSたNIGHTたinたNAMJATOWN ～ファビュラスた NYAた おもてなし～」詳細

添付資料(2/4)

◆ミニゲーム「FABULOUS! Welcome Drink Roulette」
ウェルカムドリンクをテーマとしち電子ルーレットです。好きなドリンクのギミックを選び、台に置かれちグラス型の造作に乾杯をするように軽
く当てると画面上のルーレットが回り、ホストのうが1人とオリジナルの乾杯のセリフが表示されます。結果に応じてもれなく景品が1つもら
えます。
価格：500円/1回
＜景品一例＞

等級「ファファファファ、ファビュラスすぎる！」

等級「ファファ、ファビュラスすぎる！」

等級「ファビュラス！」

アクリルボードた (全5種)

長方形缶バッジた (全15種)

招待状風カードた (全15種)た

※絵柄はお選びいちだけます。

※絵柄はお選びいちだけます。

※ランダム配付

「ナムコパークスた オンラインストア」の景品ミニゲーム(1回500円)でも抽選結果に応じて会場と同じ景品が手に入ります。
◆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30日(金)10:00～9月6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。

◆ラリーゲーム「FABULOUS! Date Plan Rally」
ナンジャタウン園内を巡るラリーゲームです。クラブごとに5つのルートがあり、お好きなルートを選んで園内を巡ります。
それぞれのクラブのホストちががおすすめするスポットを巡り、設置されているパネルを撮影してゴールすると景品が1つもらえます。
※ご参加の際はデジタルカメラや携帯電話・スマートフォンなどの写真を撮れる端末が必要です。
※通信料等はお客さまのご負担となります。

価格：700円/1回
参加賞：フォトアクリルボールチェーン(全15種)

※ランダム配付

コラボオリジナルのセリフ入り！
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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が変更、中止となることがあります。た ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。
※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(3/4)

「FABULOUSたNIGHTたinたNAMJATOWN ～ファビュラスた NYAた おもてなし～」詳細

◆オリジナルデザート＆フード
『ファビュラスナイト』のキャラクターをモチーフにしちオリジナルデザート＆フードを販売します。対象メニューを1品お買い上げごとに、ねこ
型イラストシート(全20種・ご注文メニューに応じてクラブごとにランダム配付)を1枚プレゼント！
＜オリジナルデザート＆フード一例＞

アダムとイブのサラダ～禁断の果実添え～

アフロディーテのちめのムーンナイトパスタ

価格：1,100円

価格：1,200円

ベッリーノを大胆にもてなすレッドワイルドカレーた

ようこそフロイライン～スイーツの花園へ～

姫を誘う運命の和風パフェ

価格：1,200円

価格：950円

価格：900円

◆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24日(金)より「Hugood!たfromたNAMJATOWN」での開催が決定しましち。
詳細はHugood!たfromたNAMJATOWN公式サイトやTwitterアカウントでお知らせします。

「FABULOUS NIGHT in NAMJATOWN ～ファビュラス NYA おもてなし～」 大阪・梅田での開催について
開催期間：2021年9月24日(金)～10月24日(日)
開催場所：Hugood!たfromたNAMJATOWNた(大阪府大阪市北区角田町5-15 HEPたFIVEた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が変更、中止となることがあります。た ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。
※商品・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。

「FABULOUSたNIGHTたinたNAMJATOWN ～ファビュラスた NYAた おもてなし～」詳細

添付資料(4/4)

◆アミューズメント景品
「FABULOUS NIGHT in NAMJATOWN ～ファビュラス NYA おもてなし～」のコラボ限定アミューズメント景品「アクリルフレーム
プライズVer.」(全5種)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」、
namco HEP FIVE店をはじめとする直営アミューズメント施設「namco」の一部店舗に登場します。
※「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ちだかなくてもご利用いちだけます。

＜アミューズメント景品＞

アクリルフレームた プライズ Ver.た(全 5 種)

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」
2021年7月30日(金)
▼直営アミューズメント施設「namco」対象店舗
https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/fabulousnight_2021/crane.html
ネットクレーンモール「とるモ」
2021年7月30日(金)10:00
▼「とるモ」WEBページ
https://s.torumo.namco.co.jp/sh/FAiN_W
▼｢とるモ｣た iOSた アプリページ
https://s.torumo.namco.co.jp/sh/FAiN_i
▼｢とるモ｣ GooglePlayた アプリページ
https://s.torumo.namco.co.jp/sh/FAiN_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が変更、中止となることがあります。 ※画像はイメージです。
※アミューズメント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。
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

