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餃子スタジアムなどリニューアル詳細決定、新キャラクターも登場

『ナンジャタウン』2013 年 7 月 11 日（木）リニューアルオープン
株式会社ナムコ（本社：東京都大田区）が運営する「ナムコ・ナンジャタウン」は、新名称を『ナンジャタウ
ン』に改め、2013 年 7 月 11 日(木)12 時にリニューアルオープンします。
エモーショナル・ リ ン ク
“もっとつながるテーマパーク”を目指し、「Emotional Link」をリニューアルコンセプトに据えました。進
化したナンジャタウンの遊びを通じて、ナンジャタウンとお客様、また、お客様同士の結びつきが強く、近くな
り、つながっていくことで、今までにはない感動体験を提供します。
新アトラクションや、ナンジャ餃子スタジアム、福袋デザート横丁の登場、リニューアルコンセプトを体現し
た「ナンジャマイページ」などの詳細と、新ストーリーに関わる新たなキャラクターの登場が決定いたしました
のでお知らせいたします。

新エントランスイメージ
リニューアルオープン当日の開園前には、ナンジャタウンエントランス前にて、シンボルキャラクターである
ナジャヴ、ナジャミーと新キャラクターが初登場し、お客様もご覧いただけるセレモニーを行います。
■施設概要

施設名称
開業日時
開設場所
入園料
パスポート
営業時間
お問い合わせ電話番号

ナンジャタウン
施設面積 約5,870㎡（約1,776坪）
2013年7月11日（木） 12時
運営主体 株式会社ナムコ
〒170‐8630 東京都豊島区東池袋3-1-3 ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨﾜｰﾙﾄﾞｲﾝﾎﾟｰﾄﾏｰﾄ2階
大人 500円／こども（4歳～小学生） 300円
大人 2,900円／こども（4歳～小学生）2,300円 ※12種中9種のｱﾄﾗｸｼｮﾝが遊び放題
定休日
なし
10:00～22:00 ※最終入園21:00まで
WEBサイト http://www.namja.jp
03-5950-0765

※プレ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変更されることがございますのでご了承ください。
※価格は全て税込です。

株式会社バンダイナムコホールディングス TEL03-5783-5500（代表）
株式会社ナムコ TEL03－3756－8765（代表）
※以下の番号は紙面に掲載いただかないようお願いいたします。

【IR関係者お問合わせ先】
株式会社バンダイナムコホールディングス
TEL 03-5783-5503／FAX03-5783-5577

【報道関係者お問合わせ先】
田上・吉田

株式会社ナムコ 社長室 石井・渡邊
TEL 03-3756-8525／FAX03-3756-1206
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■ナンジャタウン概要
テーマストーリー

リニューアルコンセプト

テーマゾーン

アトラクション

思い出とオドロキとトキメキの街

Emotional Link (エモーショナル・リンク)

3 街区

12 施設

福袋七丁目商店街 ／ もののけ番外地 ／ ドッキンガム広場

・銭湯クイズどんぶらＱ
・未来遊戯ガンガンナー
・爆裂！蚊取り大作戦
・若返りの秘宝

・魔法体験！マジカル学園
・ガウストパニック
・幸せの青い鳥
・怨念旅館

・もののけ探検隊
・地獄便所(※)
・ナンジャ探偵団(※)
・占者ストリート(※)

(※)はパスポート利用対象外

フードテーマパーク

1 施設 8 店舗区画 14 店舗

ナンジャ餃子スタジアム

１エリア 6 店舗

福袋デザート横丁

物販店

1 施設

ナジャモジャマーケット

アミューズメント

1 施設

レッド・サロン（ゲームコーナー）

デザートエリア

■新キャラクター

リニューアルストーリーに関わる
新キャラクターが登場します。

リニューアルストーリーや新キャラクターの詳細につきましては、
今後ナンジャタウンＷｅｂサイト等で発表します。
※画像はシルエットです。
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■アトラクション
魔法体験！マジカル学園

新アトラクション

全身を覆う映像による深い没入感と、床面の振動によるリア
ル体験、参加者同士の協力プレイによるインタラクティブシス
テムが合体した、ナンジャタウンオリジナルの擬似体験型アト
ラクションが新たに誕生します。
【利用料金：800 円／パスポート利用可能】

●ストーリー
新街区「ドッキンガム広場」にある魔法学園「マジカル学園」の見習い魔法使いと
なって、魔法の杖を使って邪悪なものを明るく楽しいものへと変化させる遊びの魔法
ゆう ま ほ う

「遊魔法」を操ろう。
さいきょう

仲間と一緒に空とぶ教室に乗り、最 恐 のドラゴン「ワルーガ」が待つ森へ出発だ！

爆裂！蚊取り大作戦

参加者が手にする魔法の杖
イメージ

リニューアル

人気アトラクション「蚊取り大作戦」が進化して登場します。
以前にも増して凶暴に進化したアマゾン蚊を駆除するため、伝説の男
「爆裂ジョー」を呼び寄せた。爆裂ジョーから秘伝「爆裂打ち」を伝授
してもらい、アマゾン蚊に立ち向かう爽快感のあるシューティングライ
ドアトラクションです。
【利用料金：800 円／パスポート利用可能】

銭湯クイズどんぶらＱ

リニューアル

人気アトラクション「ご当地すごろくじゃらんツアーズ」が進化して
登場します。
お子様から大人まで、誰でも参加できる「町内クイズ大会」を開催。
ユラユラ揺れる「たこ」や「かえる」のライドに乗りながら、クイズ番
組をライブ感覚で体験できるクイズライドアトラクションです。
【利用料金：600 円／パスポート利用可能】

※価格は全て税込です。
※画像は全てイメージです。
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■ナンジャマイページ
グループシナジーを活かした取り組みとして「バンダイナムコ ID」(※)と、ナンジャタウンのチケットを通じ
て、ご入園いただいた方全員が、Ｗｅｂ上に自分専用の“ナンジャマイページ”を持つことができます。
※「バンダイナムコ ID」は無料で登録でき、バンダイナムコグループの様々な Web 上サービスを利用できる便利な共通アカウントです。

ナンジャマイページでは、入園記録やアトラクションでの遊戯記録、お客様同士のランキングが閲覧できるな
ど、ナンジャタウンでの体験を記録することによる新しい遊びで、いつでもどこでもナンジャタウンとつながる
ことができます。
●ナンジャマイページ登録方法

①Web上の登録ページにアクセス

②チケットに記載されているIDと
バンダイナムコIDを入力

③自分専用ナンジャマイページの登録が完了
チケットイメージ
●ナンジャリンクカード
アトラクションの遊戯結果を記録し、ナンジャマイページのデータを
手軽に更新できるＩＣカードです。アトラクションの続きが遊べるコンティ
ニューカードとしても利用できます。
ナンジャマイページの登録後は、このカード 1 枚で記録データの更新が
できます。（価格：500 円）
【ナンジャマイページ、ナンジャリンクカード対応アトラクション】
「爆裂！蚊取り大作戦」
・「ガウストパニック」
「幸せの青い鳥」・「若返りの秘宝」

ナンジャリンクカードイメージ

リニューアル前の「ガウストパニック」、「幸せの青い鳥」の遊戯結果が記録されたチケット・記録
カードをお持ちの方は、ナンジャリンクカードにデータを移行する事で、継続してお遊びいただけます。

■ナンジャアプリ
スマートフォンを利用したナンジャタウンをもっと楽しむた
めのアプリが登場します。
第一弾の遊びのコンテンツとして、スタンプを集めるアトラ
クション「ナンジャビザ」が進化して登場。園内各所でデジタ
ルスタンプを集めることでリアルとアプリが融合し、今までに
ない新しい楽しさが体験できます。
ナンジャアプリはナンジャマイページともつながり、今後は
新しいコンテンツの登場も予定しています。
※アプリのダウンロードは無料です。
※ダウンロード等にかかる通信料は利用者のご負担となります。
※機種によりご利用いただけない場合がございます。

※価格は全て税込です。
※画像は全てイメージです。
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■ナンジャ餃子スタジアム
「池袋餃子スタジアム」が“ご当地餃子の共演”を新たなコンセプトに据え、名称も新たに「ナンジャ餃子スタジアム」とし
てリニューアルオープンします。これまで 10 年間運営してきた“餃子スタジアム”の実績と経験からご当地餃子四天王を選
定したほか、人気ご当地餃子の夢のコラボレーションにより、食べ比べができる４つのテーマ店舗をあわせ、合計８店舗で、
14 の名店の味がお楽しみいただけます。
テーマ店舗では、日本三大中華街の餃子や、宇都宮と浜松の餃子が１皿で食べ比べできるなど、ご当地餃子の名店
が集い、つながることで更なるおいしさや楽しさを提供します。
区分

No.

テーマ／称号

1

日本三大中華街の共演

テーマ店舗

2

全国ひとくち餃子の共演

地域

店名

メイン商品名

横浜中華街

四五六菜館(ｼｺﾞﾛｸｻｲｶﾝ)

四五六菜館餃子

神戸南京町

皇蘭(ｺｳﾗﾝ)

神戸味噌だれ餃子

長崎新地中華街

老李(ﾗｵﾘｰ)

老李の長崎水餃子

福岡 博多

薬院 宝雲亭(ﾎｳｳﾝﾃｲ)

宝雲亭一口餃子

兵庫 芦屋

壱心(ｲｯｼﾝ)

一口餃子 壱心

東京 赤坂

赤坂ちびすけ

ちびすけ餃子

栃木 宇都宮

宇都宮餃子館

宇都宮 健太餃子

静岡 浜松

石松

石松餃子

東京 蒲田

ニイハオ

元祖羽根付き餃子

東京 新宿

安亭

元祖チーズ羽根付き餃子

餃子四天王

3

宇都宮と浜松の共演

4

羽根付き餃子の共演

5

西日本餃子王

福岡 博多

鉄なべ荒江本店

鉄なべ餃子

6

東日本餃子王

茨城 古河

丸満

丸満餃子

7

人気餃子王

滋賀 彦根

包王(ﾊﾟｵｳ)

牛とん包

8

話題餃子王

東京 滝野川

華興(ｶｺｳ)

華興餃子

●宇都宮と浜松の餃子食べ比べ（テーマ店舗）

●日本三大中華街の餃子の食べ比べ（テーマ店舗）

横浜中華街の老舗

神戸南京町の名店

長崎新地中華街の名店

宇都宮市最多店舗数

【四五六菜館】

【皇蘭】

【老李】

【宇都宮餃子館】

【石松】

「四五六菜館餃子」

「神戸味噌だれ餃子」

「老李の長崎水餃子」

「宇都宮 健太餃子」

「石松餃子」

●羽根付き餃子の食べ比べ（テーマ店舗）

羽根付き餃子発祥【ニイハオ】
「元祖羽根付き餃子」

新感覚餃子【安亭】
「元祖チーズ羽根付き餃子」

浜松餃子の草分け的存在

●全国ひとくち餃子食べ比べ（テーマ店舗）

博多一口餃子発祥

芦屋の一口餃子

東京ひとくち餃子の名店

【薬院 宝雲亭】

【壱心】

【赤坂ちびすけ】

「宝雲亭一口餃子」

「一口餃子 壱心」

「ちびすけ餃子」

●餃子スタジアムが選んだ餃子四天王

西日本餃子王 鉄なべ荒江本店
「鉄なべ餃子」

東日本餃子王 丸満
「丸満餃子」

人気餃子王 包王
「牛とん包」

話題餃子王 華興
「華興餃子」
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■福袋デザート横丁
「福袋七丁目商店街」には、デコレーションされたデザート“デコデザート”を通年提供する「福袋デザート横丁」が新登
場します。“デコデザート”づくりに定評のある職人が織り成す、動物などをモチーフにしたケーキやアイス等で、思わず誰
かに伝えたくなるおいしさと驚きを体験できます。 プリン＆チーズケーキのお店「Deco&Deco」は東京初出店となります。

No.
1
2

店名
パティスリーキュート

Patisserie Cute
ご当地アイスパーラー(仮)

種類

メイン商品

ケーキ 他

どうぶつショート

ご当地アイス

ご当地アイスの盛り合わせ

3

Deco&Deco

プリン＆チーズケーキ

デコプリン
＆アイシングクッキー

4

ダ ルチアーノ

ジェラート

どうぶつ
＆レインボージェラート

5

サンタチューボー!

クレープ

カラフルクレープ

6

レンガえんとつ

パンケーキ

カラフルソース
＆キャラメリゼパンケーキ

福袋デザート横丁イメージ

「Patisserie Cute」では
かわいいデコケーキが登場

ジェラートの名店「ダ ルチアーノ」では
デコジェラートが登場

「ご当地アイスパーラー」では
ご当地アイスの盛り合わせで食べ比べ

「サンタチューボー!」の
パリパリ感が楽しいデコクレープ

「Deco&Deco」は東京初出店

「レンガえんとつ」ではトッピングでデコレーションされた
新感覚のデコパンケーキが登場

