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『黒子のバスケ』怪盗花宮からの挑戦状！オリジナルストーリーの謎解きラリーに挑戦 

「黒子のバスケ in NAMJATOWN 怪盗花宮とキセキの探偵団」 

10月22日(金)より開催 
 

  

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する体験型複合施設「NAMJATOWN
ナ ン ジ ャ タ ウ ン

」(東京・池袋)は、テレビアニメ『黒子のバス

ケ』とのコラボレーション催事「黒子のバスケ in NAMJATOWN 怪盗花宮とキセキの探偵団」を2021年10月22日(金)から11月

23日(火・祝)まで園内のHugood
ハ グ ッ ド

!街区で開催します。 

本コラボでは『黒子のバスケ』に登場するキャラクター・花宮 真扮する「怪盗花宮」からの挑戦状を受け取った黒子たち「キセキの探

偵団」が園内のHugood!街区へ調査に訪れるというオリジナルストーリーをもとに、黒子・火神・黄瀬・笠松・緑間・高尾・青峰・桃

井・紫原・赤司・黛・花宮の12人とテツヤ2号がちびキャライラストとなって登場します。 

『黒子のバスケ』で初となる謎解き要素が加わった回遊型ラリーゲーム「怪盗花宮からの挑戦状」のほか、これらのイラストを使用した

オリジナルグッズやもれなくオリジナル景品がもらえるミニゲーム、オリジナルデザート＆フードなどを展開します。 

また、池袋での会期終了後は「Hugood
ハ グ ッ ド

 ! from
フ ロ ム

  NAMJATOWN
ナ ン ジ ャ タ ウ ン

 」(大阪・梅田)や、博多と横浜の「NAMJATOWN出張所」で

の開催も決定しました。 

「ナムコパークス オンラインストア」では、12月3日(金)より会場で販売したオリジナルグッズをインターネット通販でご購入いただける

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ただけます。 

さらに、ネットクレーンモール「とるモ」と直営アミューズメント施設「namco」の対象店舗ではオリジナルアミューズメント景品、カプセル

トイ専門店「ガシャポンのデパート」の対象店舗ではオリジナルカプセルトイを展開し、全国でお楽しみいただける催事となります。 

「黒子のバスケ in NAMJATOWN 怪盗花宮とキセキの探偵団」 

開催期間：2021年10月22日(金)～11月23日(火・祝) 

◆謎解きラリー「怪盗花宮からの挑戦状」 

◆ミニゲーム「キセキのスクラッチ」 

◆オリジナルデザート＆フードの販売 

◆オリジナルグッズの販売 ※インターネット通販あり 

◆オリジナルアミューズメント景品、オリジナルカプセルトイ 

「黒子のバスケ in NAMJATOWN 怪盗花宮とキセキの探偵団」特設サイト 

https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/kurobas_detectives/ 

【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。 ※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。 
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「黒子のバスケ in NAMJATOWN 怪盗花宮とキセキの探偵団」詳細 添付資料(1/4) 

◆謎解きラリー「怪盗花宮からの挑戦状」                                                     

「怪盗花宮」から《Hugood
ハ グ ッ ド

!Jewel
ジ ュ エ ル

》を狙うという挑戦状を受け取った黒子たち「キセキの探偵団」。 

「キセキの探偵団」は無事に《Hugood!Jewel》を守ることはできるのか!? 

お客さまは「キセキの探偵団」に臨時団員として加わり、キャラクター達と共に「怪盗花宮」の謎に立ち向かいます。 

 コラボオリジナル設定  

★キセキの探偵団 

黒子たちが所属する個性豊かな探偵団。 

今回、「怪盗花宮」からの挑戦状を受け取り、Hugood!街区で調査をすることに。 

★怪盗花宮 

「キセキの探偵団」に挑戦状を送った謎の怪盗。 

好きな食べ物はカカオ100％のチョコレート。 

★Hugood!Jewel 

Hugood!街区にある特別な宝石の総称。何種類あるかは不明。 

 

 遊び方  

①受付で参加台紙(全3種よりランダム配付)を購入。 

②参加台紙の二次元コードを読み取り、専用WEBページへアクセス。 

③会話やストーリーを読みながら園内を回遊し、謎を解き明かそう！ 

(所要時間：約20分) 

④エンディングまで進んだらゴールにて画面を提示。調査の御礼に景品をプレゼント！ 

※参加台紙に応じて、謎や「キセキの探偵団」の登場キャラクターが異なります。 

※謎解き初心者の方でも挑戦できる難易度です。 

※ご参加には二次元コードを読み取れるスマートフォンなどが必要です。なお、通信料はお客さまのご負担となります。 

利用料金：1,000円/1回 

 

＜参加台紙＞ ※ランダム配付 

 

＜景品＞ キャラPOPシート (全12種) ※ランダム配付 

 

さらに、会場と同じ景品が手に入るミニゲームが「ナムコパークス オンラインストア」で遊べます。獲得された景品と一緒に「怪盗花宮か

らの挑戦状」参加台紙をお届けしますので、専用WEBページで謎解きをお楽しみいただけます。 

※獲得景品に同封する参加台紙はランダムで1枚同封します。 ※謎解きの内容は同じです。 

◆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/ 

2021年12月3日(金)10:00～2022年1月12日(水)23:59 

※2022年3月頃お届け予定です。 ※受注生産による販売となります。 ※別途送料がかかります。 

 

 

※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。  

©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会 

https://parks2.bandainamco-am.co.jp/


 

 

「黒子のバスケ in NAMJATOWN 怪盗花宮とキセキの探偵団」詳細 添付資料(2/4) 

◆ミニゲーム「キセキのスクラッチ」                                                          

好きなキャラクターを選んでデジタルスクラッチゲームに挑戦！モニターに表示される結果に応じてもれなく景品が1つもらえます。 

価格：600円/1回 

＜景品一例＞ 

 

S賞：アクリルスタンド 

(全12種) 

 

A賞：にゃんタブ風パスケース 

(全12種) 

 
B賞：聞き込みミニノート 

(全12種) 

 
 

C賞：団員証風プレート 

(全13種) ※ランダム配付 
 

さらに、会場と同じ景品が手に入るミニゲームが「ナムコパークス オンラインストア」で遊べます。 

◆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/ 

2021年12月3日(金)10:00～2022年1月12日(水)23:59 

※2022年3月頃お届け予定です。 ※獲得された景品は受注生産となります。 ※別途送料がかかります。 

 

◆オリジナルデザート＆フード                                                            

キャラクターをモチーフにしたオリジナルデザート＆フード(全9種)を販売します。対象メニューを1品お買い上げごとに、メニューに紐づいた

イラストシート(全12種)を1枚プレゼント！ 

＜メニュー 一例＞ 

 

黄瀬と笠松の夜間調査ガレットプレート 価格：990円 

 

怪盗花宮のチョコミントミニパフェ 価格：940円 
 

 

プリントプリン 価格：680円 

 

ねこ型アクリルコースター付きソフトドリンク 価格：980円 

※プリントプリン、ねこ型アクリルコースター付きソフトドリンクにイラストシートは付きません。 

 

 

※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・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。  

©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会 
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「黒子のバスケ in NAMJATOWN 怪盗花宮とキセキの探偵団」詳細 添付資料(3/4) 

◆オリジナルグッズ                                                                   

描き起こしイラストを使用したオリジナルグッズを販売します。『黒子のバスケ』関連商品を1会計につき税込3,000円お買い上げごと

に、ねこ型イラストシート(全13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＞ 

 

キラキラ缶バッジコレクション (全12種) 

価格：1個500円 ※ランダム封入 

テツヤ2号柄は全13種コンプリートセット(通販限定)での販売となります。 

 

アクリルネームバッジコレクション (全12種) 

価格：1個660円 ※ランダム封入 

テツヤ2号柄は全13種コンプリートセット(通販限定)での販売となります。 

    

アクリルスタンド (全13種) 価格：各1,000円 / アクリルアートフレーム (全2種) 価格：各2,700円 

アクリルスタンドとアクリルアートフレームは別売りです。お好きな組み合わせでオリジナルのキーホルダーが作れます。 

 

【11月3日(水・祝)より販売】 ねこ耳お手玉 (全12種) 

価格：1個1,000円 ※ランダム封入 ※店頭販売限定 

※全12種コンプリートセットをナンジャタウン店頭受注にて販売します。 

＜店頭購入特典＞ 

 

ねこ型イラストシート (全13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/ 

2021年12月3日(金)10:00～2022年1月12日(水)23:59 

※2022年3月頃お届け予定です。 ※受注生産による販売となります。 

※インターネット通販では購入特典のねこ型イラストシートは付きません。 ※別途送料がかかります。 

 

◆インターネット通販限定！ジオラマパッケージ付き冷凍餃子                                         

ナンジャ餃子スタジアム内店舗「餃子の宮 でんでん」の冷凍餃子をオリジナルコラボパッケージに入れて、お客さまのご自宅へお届けし

ます。オリジナルコラボパッケージは、組み立てるとキセキの探偵団と怪盗花宮が勢ぞろいするジオラマパッケージになります。 

詳細はコラボ特設サイトにてお知らせします。ナムコパークス オンラインストア限定での販売です。 

価格：3,600 円 ※別途送料がかかります。(オリジナルグッズとの同梱不可) 

 

 

※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・特典は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。  

©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会 
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「黒子のバスケ in NAMJATOWN 怪盗花宮とキセキの探偵団」詳細 添付資料(4/4) 

◆梅田/博多/横浜での開催が決定！                                                      

池袋での会期終了後、梅田の「Hugood! from NAMJATOWN」、博多と横浜の「NAMJATOWN出張所」での開催が決定しま

した。詳細は各公式サイトでお知らせします。 

「黒子のバスケ in NAMJATOWN 怪盗花宮とキセキの探偵団」 

◆Hugood! from NAMJATOWN (大阪・梅田)  開催期間：2021年12月3日(金)～2022年1月12日(水) 

【公式サイト】 https://bandainamco-am.co.jp/tp/hugood/hugood-from-namjatown/ 

【公式Twitter】 https://twitter.com/Hugoodfn_osaka 
 

「黒子のバスケ in NAMJATOWN 怪盗花宮とキセキの探偵団」NAMJATOWN出張所 

◆NAMJATOWN出張所 ハムリーズ キャナルシティ博多店  開催期間：2022年1月21日(金)～2月20日(日) 

◆NAMJATOWN出張所 ハムリーズ 横浜ワールドポーターズ店  開催期間：2022年2月26日(土)～3月21日(月・祝) 

【公式サイト】 https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/shutchojo/ 

※催事内容は一部ナンジャタウンと異なる場合があります。 

 

◆オリジナルアミューズメント景品                                                          

「黒子のバスケ in NAMJATOWN 怪盗花宮とキセキの探偵団」のオリジナルアミューズメント景品「ダイカットドミテリア」(全12種)が、

ネットクレーンモール「とるモ」と直営アミューズメント施設「namco」の対象店舗に登場します。 
 

 景品登場日  

ネットクレーンモール「とるモ」 

2021年10月22日(金)10:00 

▼「とるモ」 WEB ページ 

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/dkb_w 

▼「とるモ」 iOS アプリページ 

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/dkb_i 

▼「とるモ」 GooglePlay アプリページ 

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/dkb_W 
 

アミューズメント施設「namco」 

2021年10月22日(金) 

▼対象店舗 

https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/kurobas_detectives/crane.html 

 

◆オリジナルカプセルトイ                                                               

「黒子のバスケ in NAMJATOWN 怪盗花宮とキセキの探偵団」のオリジナ

ルカプセルトイ「アクリルバッジ」(全12種)が、全国の「ガシャポンのデパート」の

対象店舗に登場します。 
 

カプセルトイ専門店「ガシャポンのデパート」  

10月22日(金)より順次登場 

▼対象店舗 

www.namco.co.jp/others/capsule-toy-

store/news/information/20211022_exclusive_kurobas.html 

 

 

※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。 ※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。 
 

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。 

 

ダイカットドミテリア (全12種)  

 

アクリルバッジ (全12種)  
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