報道関係各位

2014 年 6 月 10 日

news
release

東京都大田区矢口２-１-２１
www.namco.co.jp

№10-017

この夏、過去最大級の“いたずら”がナンジャタウンに仕掛けられる！

「ドキっ！いたずらだらけのサマーパーティー」開催
2014 年 7 月 11 日（金）～2014 年 8 月 31 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)にて、“いたずら”をテーマにした期間限定のイ
ベント「ドキっ！いたずらだらけのサマーパーティー」を、2014 年 7 月 11 日(金)から 8 月 31 日(日)まで開催します。
期間中園内には、迷路内に仕掛けられた 6 つのミッションを、体と
知恵を駆使して制限時間内にクリアするいたずらアトラクション「全
速！モジャヴ城」や、見てどっきり・食べてびっくりのいたずらをテー
マにしたデザート＆フードなどが期間限定で登場します。
さらに、ナンジャタウンのキャラクター『モジャヴ』によるいたずら
グリーティングの開催や、いたずらグッズの販売など、ナンジャタウ
ンの園内がいたずらづくしとなるスペシャルイベントです。
『モジャヴ』がナンジャタウンに様々な“いたずら”を仕掛ける！
「夏休みの宿題で忙しい？仕事で夏休みが取れない？ほっと
け、そんなモン！！お前ら、とっととナンジャタウンに集合！オ
レと一緒にいたずらしようぜ！！」
モジャヴが結成するいたずらのプロフェッショナル集団「秘密組
織モジャモジャ団」に入団していろいろないたずらを楽しんじゃ
え！
期間限定いたずらアトラクション「全速！モジャヴ城」イメージ

いたずらデザート＆フード

いたずらグリーティング

いたずらをテーマにしたデザート＆フードが全 12 種登場。

モジャヴが「モジャモジャ団」を引き連れ、園内をグリーティング。

みんなで食べると、盛り上がること間違いなし！

フェスタリアン（お客様）にいたずらを仕掛ける！？

©NAMCO LTD.
※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。
※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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「ドキっ！いたずらだらけのサマーパーティー」詳細

《期間限定いたずらアトラクション

全速！モジャヴ城》

秘密組織モジャモジャ団に入るため、モジャヴの出題するいたずら課題に挑戦
する期間限定アトラクション。障害物を避けながら迷路を進み、体と知恵を駆
使して制限時間内に 6 つのミッションをクリアした挑戦者だけがモジャモジャ団
に入団できる！見事クリアした方には、モジャモジャ団員の証として記念缶バッ
ジをプレゼント！

このバッジをつけて園内を歩くと、
ナンジャリアン（スタッフ）の反応が変わるぞ！

【記念缶バッジ】

■開催期間：2014 年 7 月 11 日(金)～8 月 31 日(日)
■受付時間：平日 12：00～19：30

土日祝及び指定日：10：00～21：45 ※指定日 8/4～8/8、8/11～8/15、8/18～8/22
■利用料金：ナンジャパスポート、ナンジャナイトパス または 800 円(ナンジャコイン 4 枚)
【パスポート料金】 ※パスポートはナンジャタウン入園料+アトラクションフリー（一部除く）のお得なチケットです。
・ナンジャパスポート：大人 3,000 円／こども（4 歳～小学生）2,400 円
・ナンジャナイトパス：大人 2,000 円／こども（4 歳～小学生）1,600 円 ※夜間のパスポート

【期間限定でお得！「ナンジャナイトパス」を 2 時間早く 15：00 から販売】
通常 17：00 から販売の「ナンジャナイトパス」を、イベント開催を記念して 7/11～8/31 は 15：00 から販売いたします。

■内容：制限時間内に全てのミッションをクリアし、モジャモジャ団に入団しよう！
「モジャモジャ団員」としてふさわしい“いたずら”が出来るか、モジャヴからの６つのミッションに挑戦！
◇ミッション 1：「イタズラを完成させろ！」・・・ブロックを積んで、モジャヴのイラストを完成させろ！
◇ミッション 2：「宝箱を開けろ！」・・・宝箱に入っているモジャヴのゴーグルを装着して先へ進め！
◇ミッション 3：「ピンポンダッシュ！」・・・呼び鈴を全て押せ！
◇ミッション 4：「卵をうばえ！」・・・卵(ボール)を投げてモジャヴが持っているカゴに 1 つ入れろ！
◇ミッション 5：「貼り紙を貼れ！」・・・釣竿に貼り紙をつけ、窓に 1 枚貼れ！
◇ミッション 6：「アイスをうばえ！」・・・ナジャヴのアイスをモジャヴのコーンに移せ！
全てのミッションをクリアすると晴れて「モジャモジャ団」の団員に！入団の証として記念缶バッジをプレゼントします。

《いたずらデザート＆フード(全 12 種) 》
■商品名：アイス？餃子！？もちもちペロリンチーノ
■価 格：450 円
■店 舗：華興
モジャヴの手により、いつの間にか、
ナンジャ餃子スタジアムにアイスが紛
れ込んだ!?
いえいえ、実はこれアイスクリームで
はなく、お餅に包まれた揚げ餃子な
のです！

■商品名：Sweets!?アップルハニー餃子
■価 格：390 円
■店 舗：丸満
丸満餃子がモジャヴの手によ
り甘いデザートにされた!?
アップルハニーと丸満餃子の
ハーモニーは、まるでアップル
パイ！茨城の本店でも人気の
アップルハニーをお試しあれ。

※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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《いたずらデザート＆フード》(全 12 種)
■商品名：まるごとメロン☆フルーツポンチ
■価 格：2,500 円 (※フタなしハーフサイズ：1,800 円)
■店 舗：サンタチューボー！
丸ごとメロンが…大変！メロ
ンの中身をモジャヴに食べら
れてしまった！
でもご安心を！空っぽになっ
たメロンの中に、お店特製の
フルーツポンチとソフトクリー
ムを詰めて、開けてびっくりな
新たなデザートに！
シュワシュワの炭酸水をかけ
て召し上がれ。

激辛注意報！
ホット牛とん包スープ
(580 円)

デカ餃子、現る!?
(550 円)
■店舗：全国たれ比べ餃子

老李の水餃子を焼いてみました。
By モジャヴ(500 円)
■店舗：日本三大中華街の共演

■商品名：モジャヴが占領!?いたずらシュークリーム
■価 格：650 円
■店 舗：パティスリーキュート
ドドーン！！
「モジャヴ様が、このシュー
クリーム を占 領し てやった
ぜ!」…モジャヴにいたずらさ
れ、1 つだけ、ちょ～すっぱ
いクリームになってしまっ
た！
仲間と食べれば、誰がすっ
ぱいシュークリームにあたる
かドキドキワクワク。

関西風!?
お好み焼き羽根付き餃子
(650 円)

もやしはどこにいった!?
車盛り肉球餃子
(各 1,500 円)

■店舗：包王

■店舗：羽根付き餃子の共演

■店舗：宇都宮と浜松の共演

ミステリー!?
消えたミルフィーユ餃子丼の謎
(630 円)

食べてびっくり!!
パンケーキバーガー(550 円)

ドキっ！いたずら
トリプルホワイトジェラート(600 円)

■店舗：レンガえんとつ

■店舗：ダ ルチアーノ

■店舗：鉄なべ荒江本店

《モジャヴのいたずらグリーティング》
モジャヴがフェスタリアン（お客様）に“いたずら”を仕掛ける！？園内でモジャモジャ団に会ったら気をつけろ！！

『モジャヴ』

『モジャモジャ団』

かつては「遊びの暴君」であったが、現在は「秘
密組織 モジャモジャ団」を率いる団長として、
日々いたずらをもくろみ中。

モジャヴが結成した秘密組織。ナンジャタウンのシンボルキャラクター
『ナジャヴ』を困らせることが主な活動内容。
団員同士の挨拶はかっこよく敬礼して「モジャー！」。

※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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《夏のナンジャタウンはさらに楽しさいっぱい！》
■「福袋デザート横丁」、「ナンジャ餃子スタジアム」に新しいお店が登場！

「福袋デザート横丁」に新店登場！
かわいいキャラクタークレープのお店が新登場！
■店舗名：クレープ Paw（パウ）
■オープン日：2014 年 7 月 5 日(土)
クレープからひょっこり覗いている様々なキャラクターがとっても可愛い
ナンジャタウン限定のオリジナルクレープです！
○「まったり動物」クレープ

730 円

※福袋デザート横丁内「Deco&Deco」は 6 月 29 日(日)をもって卒業いたします。

「ナンジャ餃子スタジアム」に新店登場！
様々なタレで餃子を楽しめる「ナンジャ餃子スタジアム」オリジナル店舗が新登場！
■店舗名：全国たれ比べ餃子
■オープン日：2014 年 7 月 5 日(土)
「ナンジャ餃子スタジアム」オリジナル餃子で、ここでしか体験できないタレ比べ！
詳細は後日ナンジャタウン公式サイトで発表いたします。
※ナンジャ餃子スタジアム内「全国ひとくち餃子の共演」は 6 月 29 日(日)をもって卒業いたします。

「放課後の怪談シリーズ×ナンジャタウン」開催決定！
メガハウスの玩具「放課後の怪談シリーズ 恐怖！ドキドキクラッシュ
人体模型」とのタイアップイベントを開催します。
ナンジャタウン園内の“もののけ番外地”に隠された内臓スタンプを
探し、「人体くんシート」(参加用紙)にスタンプを集めるスタンプラリー
では、通常販売しているサイズの約 5 倍(2 メートル)の大きさの巨大
「人体くん」が登場！商品と同じように動き出すかも！？
■開催期間：2014 年 7 月 18 日(金)～8 月 31 日(日)
■開催場所：ナンジャタウン園内もののけ番外地
■スタンプラリー参加料金：300 円 ※別途ナンジャタウン入園料が必要です。

6 月 12 日（木）から開催される「東京おもちゃショー2014」の
メガハウスブースにて、2 メートルの“巨大「人体くん」”を先行お披露目！

《放課後の怪談シリーズ
恐怖！ドキドキクラッシュ人体模型》
放課後の怪談シリーズ第１弾、理科室の人体模型
がモチーフのドキドキアクションゲーム！順番にカー
ドを引いて、指示されたパーツ(内臓・骨・手足)を人
体模型にそ～っと戻します。うまく戻せないと人体
模型が暴れ出し、顔が飛び出てパーツがガシャー
ン!!付属のカードにはパーツのおおよその配置と簡
単な説明文が入っており、遊びながら人体が学べる
かも！？

●発売中 ●価格：3,980 円(税抜価格)
●本体サイズ：W115×S130×H410(mm)
●電池：単三乾電池３本使用（別売）

※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。
※価格は税込みです。ただし、「放課後の怪談シリーズ 恐怖！ドキドキクラッシュ人体模型」のみ税抜価格となります。
※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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