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「アイカツ！」のキャラクターをモチーフにしたデザート＆フード登場！

「アイカツ！×ナンジャタウン」開催
開催期間 2014 年 7 月 18 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)では、人気アニメ「アイカツ！」とのタイアップイベント「アイカツ！×
ナンジャタウン」を、2014 年 7 月 18 日(金)から 8 月 31 日(日)まで
開催します。
期間中、ナンジャタウン内には「アイカツ！」のキャラクターをモチーフ
にしたオリジナルデザート＆フードが登場するほか、“スペシャルアピー
ル”をキメて写真撮影ができる「アイカツ！スペシャルアピールステージ」
もお楽しみいただけます。
「アイカツ！」のキャラクターをモチーフにした、ナンジャタウンオリジナ
ルのデザート＆フードは全 10 種類。1 品お買い上げごとにオリジナル
コースターを 1 枚プレゼントします。

■「アイカツ！スペシャルアピールステージ」で写真を撮ろう！
特設ステージで“スペシャルアピール”をキメて記念写真が撮れます。
撮った写真はナンジャタウンオリジナル台紙に入れてプレゼント！
・料金：台紙付き写真 1 枚 500 円
・受付時間：10：00～18：00
オリジナル台紙イメージ

写真フレームイメージ

■「アイカツ！」グッズコーナーが登場
ナンジャタウン園内のグッズショップ『ナジャモジャマーケット』に、「アイカツ！」のグッズコーナーが登場します。
※「データカードダス アイカツ！」の設置はございません。
●アニメ「アイカツ！」のストーリー （テレビ東京系で放送中／制作：サンライズ）
新たなアイドル学校「ドリームアカデミー」の活躍により、スターライト学園は史上最大のピンチに追いやられていた！絶対音感を持つ大型新人アイドルの
「音城セイラ」、プロデューサーコースの「冴草きい」など、ドリームアカデミーから新たなライバルが続々登場！トップアイドルの座をかけた 2 大学園対決が
今はじまる！新たなライバルたちと出会い、交流を重ね、アイドル活動に打ち込むいちごやセイラたち！アツいアイドル活動はまだまだ続きますっ！
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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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「アイカツ！×ナンジャタウン」詳細

《オリジナルデザート＆フード》(全 10 種)
■商品名：アイ・カツ！アイ・カツ！いちごのストロベリーパフェ
■キャラクター：星宮いちご×Angely Sugar
■価 格：750 円
■店 舗：ご当地アイスパーラー

■商品名：みくるのミラクルフラワー餃子
■キャラクター：夏樹みくる×ViVidKiss
■価 格：680 円
■店 舗：日本三大中華街の共演

いちごと言ったら、ストロベ
リーパフェでしょ!!ということ
で、福袋デザート横丁にい
ちごのストロベリーパフェが
登場。イチゴミルフィーユに
イ チ ゴ ミ ル ク ジ ェ ラ ー ト ?!
いちご尽くしの可愛い特製
パフェをご賞味あれ！

海沿いの花屋で、アルバイ
トをしながらアイドル活動を
行うみくる。そんなみくるの
ために、カラフルな餃子と、
ミラクルリボン、 ViVidKiss
の唇を添えた、ミラクルフラ
ワー餃子をご用意しまし
た!!

付属のコースター
(1 枚)

付属のコースター
(1 枚)

■商品名：この美味しさ、穏やかじゃない！
あおいの PONPON クレープ
■キャラクター：霧矢あおい×FUTURING GIRL
■価 格：690 円
■店 舗：クレープ Paw

■商品名：蘭の特製ジェラートだぞ
■キャラクター：紫吹 蘭×SPICY AGEHA
■価 格：750 円
■店 舗：ダ ルチアーノ

あの PONPON クレープが、
ナンジャタウン にやって き
た?!イメージガールのあお
い曰く、「この美味しさ、穏
やかじゃない！」

付属のコースター
(1 枚)

蘭のオーラであるアゲハチョウ
をチョコレートで作り、イメージ
カラーのパープルのジェラート
の上に添えました。大人びて、
プロ意識の高い蘭を、ジェラー
トの上で表現!!これを食べて、
あなたもプロ意識を高めよう!!

付属のコースター
(1 枚)

■商品名：Happy!! オムライス餃子ステージで
おとめと「らぶゆ～♥」ですぅ
■キャラクター：有栖川おとめ×HAPPY RAINBOW
■価 格：650 円
■店 舗：鉄なべ荒江本店

■商品名：「血を吸うわよ！」ユリカ様の真っ赤な吸血鬼ムース
■キャラクター：藤堂ユリカ×LoLi GoThiC
■価 格：750 円
■店 舗：パティスリーキュート

オムライスが大好きなおとめ
ちゃんのために、オムライスと
餃子でステージを作っちゃい
ました！これならスペシャル
アピール成功は間違いな
し！ さぁ、あなたもおとめち
ゃんと一緒に「らぶゆ～♥」

“お嬢様な吸血鬼キャラ”を
徹底しているユリカ様のため
に、真っ赤な吸血鬼ムースを
ご用意しました！「この吸血
鬼ムースを食べないなん
て・・・そんなにユリカ様に血
を吸われたいの？」

付属のコースター
(1 枚)

付属のコースター
(1 枚)
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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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「アイカツ！×ナンジャタウン」詳細

《オリジナルデザート＆フード》(全 10 種)
■商品名：セイラのスイングロックナポリタン
■キャラクター：音城セイラ×Swing ROCK
■価 格：650 円
■店 舗：包王

■商品名：オケオケオッケー！きいのはちゃめちゃアイスパフェ
■キャラクター：冴草きい×MAGICAL TOY
■価 格：750 円
■店 舗：ご当地アイスパーラー

セイラの実家の喫茶店のナ
ポリタンを、包王自慢の牛
とん包と共にご用意しまし
た！
音符を散らして、セイラのよ
うに一歩上を行くパスタで
す。

きいのオーラである、おもちゃ
のお馬さんをチョコレートで作
り、シャボン玉をイメージした
カ ラー シ ュ ガ ー を ち らし ま し
た。みんなを喜ばせたいとい
う、きいの気持ちのこもった
一品です。

付属のコースター
(1 枚)

付属のコースター
(1 枚)

■商品名：エスニック風☆そらのキャワワパンケーキ
■キャラクター：風沢そら×Bohemian Sky
■価 格：680 円
■店 舗：レンガえんとつ

■商品名：ぱんぱかぱーん！
マリアのソフトクリームパフェ☆ザッハトルテ付き
■キャラクター：姫里マリア×Aurora Fantasy
■価 格：680 円
■店 舗：サンタチューボー！

“エスニック料理”が好きなそ
らのために、エスニック風パ
ンケーキをご用意しました。
ガパオとジャガイモパンケーキ
で、クルクルキャワワ～♪
ここでしか味わえない新しい
味を、そらと一緒に体験して
みよう！

ぱんぱかぱーん！マリアをイ
メージしたソフトクリームパ
フェの登場です。髪飾りの
花 や ミ ニ ザ ッ ハト ルテを 飾
り、マリア気分で食べてみ
て！

付属のコースター
(1 枚)

付属のコースター
(1 枚)

「アイカツ！スペシャルアピールステージ」で
写真を撮ろう！
特設ステージで“スペシャルアピールをキメて写真撮影ができます。撮った写真はナンジャタウンオリジナル台紙に入れてプ
レゼント！
■料金：台紙付き写真 1 枚 500 円
■受付時間：10：00～18：00

写真はナンジャタウンオリジナル台紙に入れてプレゼントします！

期間中に新しい写真フレームが登場予定！

台紙サイズ：148×210mm

決まり次第、ナンジャタウン公式ホームページでお知らせします。
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