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うたの☆
うたの☆プリンスさまっ
プリンスさまっ♪
さまっ♪ マジ LOVE2
LOVE2000％
000％
in ナンジャタウン 開催！
開催！
2013
2013 年 7 月 19 日(金)～2013
2013 年 9 月 16 日(月・祝)
株式会社ナムコが運営するテーマパーク「ナンジャタウン」(東京/池袋)では、2013 年 7 月 19 日(金)～2013 年 9
月 16 日(月・祝)の期間、
「うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE2000％」とのタイアップイベント「うたの☆プリン
スさまっ♪ マジ LOVE2000％ in ナンジャタウン」を開催いたします。
期間中、ナンジャタウン内に「オリジナルデザート＆フード」や、オリジナル景品が
もれなく当たる「ミニゲーム屋台」も 2 種類登場。さらにイベント限定の描き下ろし
イラストを使用したオリジナルグッズも販売します。

●作品紹介
2010 年 6 月に発売された人気ゲームソフトを原作とし、2011 年 7 月にテレビアニメ化され、その続編
として 2013 年春「うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE2000％」がスタート。個性あふれるアイドルた
ちと、躍動感あふれるライブシーンが魅力の音楽のためのアニメーション。
©UTA☆PRI-2 PROJECT

≪オリジナルデザート＆
オリジナルデザート＆フードは
フードは 15 種類！
種類！≫

≪イベント描
ベント描き下ろしイラスト
ろしイラストが
イラストが登場！
登場！≫

「うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE2000％」をモチー
フにしたデザート＆フード１つお買い上げにつき、オリジ
ナルブロマイドを 1 枚プレゼントします。

ナンジャタウン限定の描き下ろしイラストを使用した
オリジナルタンブラー(11 種)や、オリジナルクーヘンクッキー(11 種)
が登場します！

今回はアイドルをイメージしたデザートなど、15 種類が登
場します。
タンブラー(11 種)

≪ガラポン屋台
ガラポン屋台「
屋台「シャイニング☆
シャイニング☆ガラポン」
ガラポン」≫
マイクロ
ファイバー
クロス

【料金】1 回 300 円（税込）
もれなく景品が手に入る
ガラポン屋台が登場！
景品は全てオリジナル！
(40 種)

≪わなげ屋台
わなげ屋台「
屋台「キャッチ・
キャッチ・ザ・ミュージック」
ミュージック」≫

わなげ屋台に挑戦して
オリジナル景品を手に入れよう！
(36 種)

クッション

ポストカード

【料金】1 回 300 円（税込）

75 ㎜缶バッジ

きんちゃく

※商品、景品、特典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。

ナンジャタウン
ナンジャタウン

ステッカー

キャラク ター
POP スタンド

※画像は全て開発中のものです。

お客様お問い合わせ電話番号：TEL.03
TEL.03TEL.03-59505950-0765
し らは せ

本件に関するお問い合わせ 株式会社ナムコ テーマパーク事業部 プロモーションチーム白波瀬／高野／朝倉
TEL. 03-5950-2111/FAX .03-5950-3041/ＵＲＬ www.namco.co.jp/namja ※内容は
内容は予告無く
予告無く変更・
変更・中止させていただく
中止させていただく場合
させていただく場合がございます
場合がございます。
がございます。

「うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE2000％ in ナンジャタウン」リリース別紙（1/2）

●デザート＆フード（全 15 種）デザート＆フード１つお買い上げにつき、1 点オリジナルブロマイドをプレゼントします。
■店名：華興

■店名：レンガえんとつ

■キャラクター：一十木 音也

■キャラクター：一十木 音也

■商品名：音也の SMILE MAGIC 餃子

■商品名：おんぷくん♪パンケーキ

■販売価格：550 円

■販売価格：650 円

音也の得意な楽器・ギターを
餃子で作りました。
ギター胴体は餃子の皮でで
きたスナック、弦はパスタで
できています。
下に並べた揚げ餃子は、音也
の好きなカレー味です。

音也がデザインしたキャラ
クター「おんぷくん」の顔を
プリントしたパンケーキで
す。生クリームと、音也のイ
メージカラーの赤いイチゴ
ソース、木いちごを飾りまし
た。

■店名：包王

■店名：パティスリーキュート

■キャラクター：聖川 真斗

■キャラクター：聖川 真斗

■商品名：真斗の恋桜餃子

■商品名：お菓子な？

■販売価格：580 円

メロンパンシュークリーム
■販売価格：550 円

真斗の曲をイメージしたス
ープ餃子です。
鶏がらスープの餃子に桜の
花を散らし、「恋桜」の焼印
を押した春巻きの皮を添え
ました。

シュークリームをクッキー
生地で包んで焼き上げ、真斗
の好きなメロンパン風に仕
上げました。中にはカスター
ドクリームをつめました。

■店名：丸満

■店名：Deco&Deco

■キャラクター：四ノ宮 那月

■キャラクター：四ノ宮 那月

■商品名：那月の

■商品名：シリウスへの誓いゼリー

まんまるピヨちゃん餃子

■販売価格：840 円

■販売価格：680 円

ティーカップ入りの紅茶ゼ
リーに那月の曲をイメージ
して、黄色い星クッキーを飾
りました。マンゴーを添えて
います。

那月の大好きなピヨちゃ
んをイメージした餃子で
す。
餃子にチェダーチーズを
のせ、ピヨちゃんは焼印を
押した春巻きの皮ででき
ています。
■店名：安亭

■店名：サンタチューボー!

■キャラクター：一ノ瀬 トキヤ

■キャラクター：一ノ瀬 トキヤ

■商品名：トキヤの

■商品名：CRYSTAL TIME デザート

空を彩るスターライト餃子

■販売価格：680 円

■販売価格：560 円

トキヤの曲をイメージした、
クリスタルのように輝く美
しい餃子です。
ポン酢のクラッシュゼリー
にエビ蒸し餃子をのせ、周り
に紫の星を飾りました。トキ
ヤの顔を焼印で押した春巻
きの皮を添えています。

北海道ミルクソフトとブルーベ
リーソフトを使った、トキヤの
曲をイメージしたソフトクリー
ムデザートです。クリスタルを
イメージしたホワイトチョコレ
ートとアラザン、パリパリクレ
ープを飾り、ブルーベリーとソ
ースをかけています。

※価格は全て税込です。※画像は全て開発中のものです。

「うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE2000％ in ナンジャタウン」リリース別紙（2/2）

●デザート＆フード（全 15 種）デザート＆フード１つお買い上げにつき、1 点オリジナルブロマイドをプレゼントします。
■店名：鉄なべ荒江本店

■店名：ダ ルチアーノ

■キャラクター：神宮寺 レン

■キャラクター：神宮寺 レン

■商品名：キミのハートに火を灯す

■商品名：オレンジラプソディパフェ

レンのピリ辛餃子

■販売価格：750 円

■販売価格：550 円

レンの曲をイメージしたオ
レンジジェラートパフェで
す。隣にはレンのイメージで
あるバラジェラートを盛り
合わせました。

辛党のレンをイメージした
チリソース餃子です。レンの
イメージカラーのオレンジ
色のチリソースをかけ、バラ
を焼印で押した春巻きの皮
を添えました。

■店名：赤坂ちびすけ

■店名：Deco&Deco

■キャラクター：来栖 翔

■キャラクター：来栖 翔

■商品名：男気満点！！翔の餃子丼

■商品名：TRUE WING プリン

■販売価格：580 円

■販売価格：840 円

男気あふれる翔をイメージ
した餃子丼です。
餃子と大きな焼きおにぎり
にだし汁をかけ、「男気」の
文字を焼印で押したソフト
煎餅を添えました。翔のよう
に男らしく豪快にお召し上
がりください。

イチゴプリンに、翔の曲を
イメージした天使の羽の
アイシングクッキーを飾
りました。

■店名：華興

■店名：ご当地アイスパーラー

■キャラクター：愛島 セシル

■キャラクター：愛島 セシル

■商品名：セシルのアナタに捧げる

■商品名：星のファンタジアアイス
■販売価格：750 円

エメラルド餃子
■販売価格：550 円

セシルのイメージカラー
であるグリーンの餃子で
す。
脇に、アクセントのオレン
ジ色としてラー油を添え
ています。

セシルをイメージした抹茶ジェ
ラートのデザートです。
月夜をイメージして星に見立て
た金平糖を飾り、押し花モチー
フのチョコレートを添えまし
た。

■店名：ダ ルチアーノ
■キャラクター：先輩 4 人
■商品名：ポワゾン KISS フラッペ
■販売価格：750 円

かき氷に、先輩 4 人のイメージ
カラーの 4 色のシロップをかけ、
バニラジェラートをのせまし
た。
QUARTET NIGHT のロゴ入りクッキ
ーと唇型のグミを飾りました。
※価格は全て税込です。※画像は全て開発中のものです。

