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「鬼灯の冷徹 in ナンジャタウン」開催
開催期間 2014 年 4 月 12 日（土）～2014 年 6 月 29 日（日）
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、ＴＶアニメ「鬼灯の冷徹」のタイアップイベント
「鬼灯の冷徹 in ナンジャタウン」を、2014 年 4 月 12 日(土)から 6 月 29 日(日)まで開催します。
期間中、ナンジャタウン園内に「鬼灯の冷徹」のキャラクターをモチーフにし
たオリジナルデザート＆フードや、作中に登場する金魚草の塗り絵をして応募
する「金魚草コンテスト in もののけ番外地編！」、ナンジャタウンオリジナル景
品がもらえるガラポン屋台「地獄の沙汰も玉次第！」、ナンジャタウンオリジナ
ルグッズやフォトスポットが登場します。

さらに、“地獄の沙汰オールスターズ”が歌うセカンドシングル「開け！地
獄の釜の蓋」(6 月 1 日発売/キングレコード)が、「鬼灯の冷徹 in ナンジ
ャタウン」のタイアップイベントイメージソングに決定。発売に先駆け会場の
ＢＧＭとしてイベントを盛り上げます。

【鬼灯の冷徹】
「モーニング」(講談社)で連載中の江口夏実原作の大人気作品。2014
年 1 月期に MBS・TBS・CBC・BS-TBS にてテレビアニメが放送された。

オリジナルデザート＆フードが登場！
「鬼灯の冷徹」のキャラクターをモチーフにした
デザート＆フードが全 8 種登場します。
1 品お買い上げごとに、オリジナルポストカードを
1 枚プレゼントします。
※画像右下の「おぎゃあああああ！金魚草ケーキポップ」の鉢は
商品に含まれません。

「金魚草コンテスト in もののけ番外地編！」開催

ガラポン屋台 「地獄の沙汰も玉次第！」

金魚草の塗り絵をして応募する、「金魚草コンテスト in もののけ番
外地編！」を開催。グランプリ受賞者には素敵な賞品をプレゼン
ト！

ナンジャタウンオリジナル景品がもれなくもらえるガラポン屋台が登
場します。

※ご応募いただいた作品の一部は期間中園内に展示いたします。

■料金：1 回 300 円
■場所：もののけ番外地

■開催場所：もののけ番外地(ナンジャタウン内)
■参加料金：無料 ※別途ナンジャタウン入園料が必要です。

【景品一例】
缶バッジ

オリジナルグッズが登場！

金魚草がいっぱいの「フォトスポット」が登場！
ナンジャタウン園内のもののけ番外地エリアにあるアトラクション
「怨念旅館」の前に金魚草が咲き乱れます。その中にある約１メート
ルの巨大金魚草(ぬいぐるみ)は、「金魚草コンテスト in もののけ
番外地編！」のグランプリ受賞者にプレゼントされます。

ナンジャタウンオリジナルの和紙ファイルなどが並ぶグッズコーナー
のほか、ゲームコーナーにもナンジャタウンオリジナルクレーンゲー
ム景品が登場します。
■グッズコーナー：ナジャモジャマーケット(ナンジャタウン内)
■ゲームコーナー：レッド・サロン(ナンジャタウン内)
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※商品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。 ※画像は全て開発中のイメージです。
※価格は全て税込みです。※ニュー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が変更されることがあります。
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《オリジナルデザート＆フード》(全 8 種)
■商品名：白澤の“猫好好”餃子
■価 格：650 円
■店 舗：宇都宮と浜松の共演

■商品名：唐瓜と茄子の仲良し小鬼餃子
■価 格：700 円
■店 舗：鉄なべ荒江本店

白澤オリキャラ“猫好好(マオ
ハオハオ)ちゃん”が餃子にな
って登場！いまにも動き出し
そうな“猫好好ちゃん”餃子を
召し上がれ。(ですが、びっく
りするほど何もしない・・・。桃
太郎談)

■商品名：芥子ちゃんの“おのれ狸”壷餃子
■価 格：680 円
■店 舗：華興

唐瓜と茄子が、餃子に乗っ
て『ナンジャ餃子スタジアム』
にやってきた！
唐瓜にはキュウリの漬物、
茄子にはマーボーナスをそえ
ています。

■商品名：うるさいな、このドーナツ大王！閻魔餃子
■価 格：600 円
■店 舗：全国ひとくち餃子の共演

「じわじわ報復する」がモッ
トーの獄卒、芥子ちゃんを
モチーフにしたメニューが
登場！お店自慢の“壷餃
子”に芥子ちゃんをイメージ
したピリッと辛いソースを
かけてお召し上がりくださ
い。

■商品名：桃から生まれた桃太郎アイス
■価 格：680 円
■店 舗：サンタチューボー！

鬼灯が閻魔大王に作ったドー
ナツを、揚げ餃子で再現しま
した。

■商品名：鬼灯の鬼に金棒ジェラート
■価 格：800 円
■店 舗：ダ ルチアーノ

桃源郷の仙桃（せんとう）農園
に就職した桃太郎を、ソフトク
リームとプリント菓子で表現し
ました。
桃プリントのせんべいを開くと、
イケメンになった？桃太郎が
現れます。

■商品名：おぎゃあああああ！金魚草ケーキポップ
■価 格：650 円
■店 舗：Deco&Deco

鬼灯をイメージした唐辛子入りのピリッ
と辛く真っ赤なロッソジェラートと、地獄
をイメージした黒いネッロジェラートの上
に、鬼灯の顔と金棒のチョコ菓子をトッ
ピング！

■商品名：シロのキュートな地獄ミルフィーユ
■価 格：780 円
■店 舗：パティスリーキュート

金魚草を模したケーキポップが登
場！カスタード味のスポンジ生地
にホワイトチョコをコーティ ングし
て、チョコレートを飾りました。これ
で、金魚草コンテストでの優勝も
間違いなし!!

桃太郎のお供から、不喜処(ふ
きしょ)地獄へ転職となったシロ
をモチーフにしたメニュー。シロ
の背後は、地獄をイメージした
トゲトゲの美味しいミルフィーユ
になっています。
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※商品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。 ※画像は全て開発中のイメージです。※価格は全て税込みです。
※デザート＆フードは期間中に販売を終了する場合がございます。※ニュー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が変更されることがあります。
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《「金魚草コンテスト in もののけ番外地編！」 開催》
毎年秋に開催される「金魚草コンテスト」だが、現世のどこかにあるナンジャタウンで「鬼灯の冷徹」のタイアップイベント
とやらを開催すると噂を聞きつけた「金魚草コンテスト審査委員会」が、急遽もののけ番外地で「金魚草コンテスト」を開
催する事を決定した！
【参加方法】
・会場に設置されたエントリー用紙の金魚草イラストに、色ペンで思い思いに色をつけます。
・出来上がった金魚草イラストに、会場内に設置された「なきごえスタンプ」を押します。
・用紙に必要事項を記入して、会場内の応募箱に投函します。
【参加料金】
・無料でご参加いただけます。(別途ナンジャタウンの入園料が必要です。)
※応募いただいた作品の一部は期間中園内に展示いたします。
※イベント終了後、グランプリ受賞者にはフォトスポットで使用された
約 1 メートルの巨大金魚草(ぬいぐるみ)をプレゼント！
コンテストエントリー用紙

《金魚草がいっぱいの「フォトスポット」が登場！》
園内にあるアトラクション「怨念旅館」の前に、金魚草が咲き乱れるフォトスポットが登場します。
その中にある約 1 メートルの巨大金魚草(ぬいぐるみ)は、「金魚草コンテスト in もののけ番外地編！」のグランプリ受
賞者にプレゼントされます。

ガラポン屋台 「地獄の沙汰も玉次第！」 登場

オリジナルグッズが登場！

ナンジャタウンオリジナル景品がもれなくもらえるガラポン屋台が登
場します。

ナンジャタウンオリジナルとなる和紙ファイルや金魚草ゆらゆらグラ
スなどが並ぶグッズコーナーのほか、ゲームコーナーにもナンジャタ
ウンオリジナルクレーンゲーム景品が登場します。

■料金：1 回 300 円
■場所：もののけ番外地

■グッズコーナー：ナジャモジャマーケット(ナンジャタウン内)
■ゲームコーナー：レッド・サロン(ナンジャタウン内)

【景品一例】

【グッズ】

【クレーンゲーム景品】

巾着／2 種
※登場日未定

クリアブックマーカー/7 種
缶バッジ/6 種

掛け軸風ポスター/3 種

※イベント期間中に新柄景品追加予定

和紙ファイル
(2 種セット)
760 円

金魚草ゆらゆらグラス
1,500 円
※発売日未定

ミニクッション
ボールチェーン
／4 種
※登場日未定

※「金魚草ゆらゆらグラス」、クレーンゲーム景品はイベント期間中に登場予定！詳細はナンジャタウン公式サイトで発表します。

“地獄の沙汰オールスターズ”セカンドシングル「開け！地獄の釜の蓋」発売決定！
TV アニメ「鬼灯の冷徹」の OP 主題歌でありデビューシングルとなった「地獄の沙汰も君次第」が大ヒット中の
“地獄の沙汰オールスターズ”が、満を持してセカンドシングルを発売することが決定しました！
今回、4 月 12 日から開催される「鬼灯の冷徹 in ナンジャタウン」のタイアップイベントイメージソングとなる
ことも発表されたこの楽曲（
「開け！地獄の釜の蓋」
）は、2014 年 6 月 1 日に発売いたします。
楽曲、ジャケットの発表をぜひお待ちください！
＜好評発売中＞
「地獄の沙汰も君次第」地獄の沙汰オールスターズ（鬼灯ＣＶ：安元洋貴／閻魔大王ＣＶ：
長嶝高士／シロＣＶ：小林由美子／ 唐瓜ＣＶ：柿原徹也／茄子ＣＶ：青山桐子／お香ＣＶ：
喜多村英梨／YOUR SONG IS GOOD）

（画像：「地獄の沙汰も君次第」通常盤）
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※商品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。 ※画像は全て開発中のイメージです。
※価格は全て税込みです。※ニュー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が変更されることがあります。

