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「幕末 Rock in ナンジャタウン」開催
開催期間 2014 年 9 月 13 日（土）～2014 年 11 月 24 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、
テレビアニメ「幕末 Rock」とのタイアップイベント、「幕末 Rock in ナンジャタウ
ン」を、2014 年 9 月 13 日(土)から 11 月 24 日(月・祝)まで開催します。
期間中、ナンジャタウン内では「幕末 Rock」をモチーフにしたオリジナルデ
ザート＆フードが楽しめるほか、イベント限定景品がもらえるガラポン屋台「幕
府公認福引屋台 天球(ヘブンズガラポン)」、イベント限定グッズが並ぶ「グッ
ズコーナー」、「クレーンゲーム機」、イベント限定フレームの「フォトシール機」な
どが登場します。

《オリジナルデザート＆フード(全 15 種)》
「幕末 Rock」をモチーフにしたデザート＆フードが全 15 種登場します。1 品
お買い上げごとにオリジナルブロマイドを 1 枚プレゼント！

【オリジナルブロマイド】(一例)

《幕府公認福引屋台 天球(ヘブンズガラポン)》

《イベント限定グッズが盛りだくさん！》

イベント限定景品がもれなくもらえるガラポン屋台が楽しめ
ます。ナンジャタウンのシンボルキャラクター『ナジャヴ』と
『モジャヴ』の「幕末 Rock」ver.のイラストも景品に登場！

イベント限定のグッズも並ぶグッズコーナーが登場します。
さらに、イベント限定景品が GET できる「クレーンゲーム機」
や、イベント限定フレームで写真が撮れる「フォトシール機」
も！

■料金：1 回 300 円
■場所：ドッキンガム広場
(ナンジャタウン内)
【ガラポン景品】
ポップスタンド(全 7 種)

【オリジナルグッズ】
クッションカバー(全 7 種)

【クレーンゲーム景品】
巾着(全 7 種)

「幕末 Rock」
株式会社マーベラスから 2014 年 2 月に発売された『歌で戦う幕末革命アドベンチャーゲーム』。2014 年 7 月から TOKYO
MX 他にてテレビアニメが放送中。
時はのちに幕末と呼ばれた時代、天歌泰平(ソングオブピースフル)――。徳川幕府の「天歌(ヘブンズソング)」により、民の心が奪われた泰平の世。「天歌」を歌う
「最高愛獲(トップアイドル)新選組」。その歌声は、町娘の心(ハート)を射抜き、その「雷舞(ライブ)」は、世界を震撼させる。幕府は「天歌」以外を歌う者を捕らえ、
愛獲の力、「天歌」による泰平化により、支配を完璧な物にしようとしていた。一方で、「天歌」による幕府の支配を快く思わない者たちもいた。自由とロックを愛す
る男、坂本龍馬もその一人。彼はギター１本とロック魂を胸に立ち上がる！果たして、その熱情(パッション)で民の魂(ソウル)を解放させることができるのか！？
民の心を奪う者「新選組」と時代の流れを変える者「志士(ロッカー)」の声技(セイギ)がぶつかり合う――！！
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《オリジナルデザート＆フード》(全 15 種)
■商品名
「わしの歌を聴くぜよぉぉ!!」龍馬の熱情(パッション)餃子
■キャラクター：坂本 龍馬
■価 格：700 円
■店 舗：羽根付き餃子の共演

■商品名：龍馬の「熱情(パッション）ぜよぉぉぉ～！」パフェ
■キャラクター：坂本 龍馬
■価 格：650 円
■店 舗：サンタチューボー！
Rock をこよなく愛する坂
本龍馬をイメージしたデ
ザートです。着物を着た
龍馬のせんべいを開くと
そこには…!?
熱い熱情(パッション)に
満ち溢れている龍馬に
出会えるかも…!!

ギター片手に、京の街角を歌
い歩く龍馬の餃子です。熱い
熱情(パッション)を胸に、叫ぶ
龍馬の声が聞こえてくるかも？
「わしの歌を聴くぜよぉぉ!!」

■商品名：シンディ自慢の賄い飯！ピリ辛餃子丼
■キャラクター：高杉 晋作
■価 格：650 円
■店 舗：華興

■商品名：シンディのかわい～☆Rock ジェラート
■キャラクター：高杉 晋作
■価 格：800 円
■店 舗：ダ ルチアーノ
シンディこと高杉晋作をイメー
ジした、かわいく、Rock なジェ
ラートです。

辛いものが大好きなシン
ディのためのピリ辛餃子丼
です。シンディ曰く、「辛
い！ウマい！辛いのを通
り越して、もはや熱い!!熱
いのが Rock だ！」

■商品名：センセーの秘蔵っ子！どんぐり餃子
■キャラクター：桂 小五郎
■価 格：730 円
■店 舗：丸満

「男に、可愛いとかいうんじゃ
ねぇ！」
今にも、シンディの叫びが聞
こえてきそうな一品です。

■商品名：桂とフンドッシーのはいからクレープ
■キャラクター：桂 小五郎
■価 格：780 円
■店 舗：クレープ Paw

丸満自慢のまん丸餃子で、
センセーの大好物どんぐりを
模した餃子です。龍馬に食
べられないうちにお召し上
がりください！

■商品名：「土方鬼(ラ)愛(ブ)」雷舞(ライブ)餃子
■キャラクター：土方 歳三
■価 格：760 円
■店 舗：包王

頭脳明晰で冷静に状況を
判断できる桂と、桂の愛す
るフンドッシーをイメージした
クレープです。

■商品名：ヒジゾーさんの最高愛獲(トップアイドル)☆トルティーヤ
■キャラクター：土方 歳三
■価 格：650 円
■店 舗：レンガえんとつ
「最高愛獲」(トップアイド
ル)であり、新選組副長で
もある土方の好物、肉を
入れたトルティーヤです。

肉が好物の土方のため
に、お店自慢の牛とん包
を使用したメニューをご
用意しました！
「土方鬼(ラ)愛(ブ)」の
メッセージを掲げ、土方
ファンも待望の餃子で
す。

「このトルティー ヤを食べ
て、身も心も俺達に捧げ
ろ！」
今にも、土方の声が聞こ
えてきそうな一品です。
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《オリジナルデザート＆フード》(全 15 種)
■商品名：「君たちを餃子の天国(ヘブン)へ導いてあげるよ！」餃子
■キャラクター：沖田 総司
■価 格：730 円
■店 舗：宇都宮と浜松の共演
興味のないものには、とこ
とん興味のない総司が、
煌(ファン)のために特製
餃子を用意?!
餃子を食べていくと、普段
とは違う総司のメッセージ
が現れるかも…!

■商品名：さかもっちーず雷舞(ライブ)GYOZA★
■キャラクター：坂本 龍馬・高杉 晋作・桂 小五郎
■価 格：700 円
■店 舗：日本三大中華街の共演

■商品名：総司の「会いたかったよ……！」アイス
■キャラクター：沖田 総司
■価 格：790 円
■店 舗：ご当地アイスパーラー
新選組のエースであり、絶大な
人気を誇る沖田総司。ステージ
の上で輝いている総司を、アイ
スで再現しました。これを食べた
ら、あなたも総司のとりこになっ
てしまうかも…!?

■商品名：集え・・・この旗の元に！「誠」の餃子丼
■キャラクター：土方 歳三・沖田 総司
■価 格：730 円
■店 舗：鉄なべ荒江本店
新選組の雷舞(ライブ)を
イメージした「誠」の餃子
丼です。
2 人の掛け声に合わせ
て、美味しく召し上がれ！

Rock によって、民衆の
泰平化を解いた３人のメ
ニューです！
お店自慢の老李水餃子
と皇蘭の焼き餃子で表
した３人の片魂(ピース
ソウル)が、ステージをま
ばゆく包みます。
■商品名：御簾越しの忠義・直弼と慶喜の徳川餃子
■キャラクター：井伊 直弼・徳川 慶喜
■価 格：720 円
■店 舗：全国たれ比べ餃子

■商品名：もじゃもじゃ先生ジェラート
■キャラクター：吉田 松陰
■価 格：790 円
■店 舗：ダ ルチアーノ

御簾越しに忠義を果たす直
弼と、慶喜をイメージした餃
子です。徳川の家紋の煎餅
を開けると、慶喜がお目見
えします。
2 人をイメージした黒と白の
ソースを揚げ餃子に付けて
お召し上がりください。

高杉と桂に Rock を教え、龍
馬にギターを託した張本
人・吉田松陰がジェラートに
なって福袋デザート横丁に
登場です!

徳川の家紋の煎餅の下には慶喜が！

■商品名
超魂團(ウルトラソウルズ)全員集合☆Rock は熱いぜ！ムース
■キャラクター：超魂團(ウルトラソウルズ)
■価 格：680 円
■店 舗：パティスリーキュート
時代の流れをも大きく変える、絶
大なるパワーを持つ魂、超魂團
(ウルトラソウルズ)をイメージした
ムースです！ムースを切ると、中
から 5 人の熱い魂が…!!
あなたはこのソウルを感じること
が出来るか!?
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《幕府公認福引屋台 天球(ヘブンズガラポン)》
出た玉の色に応じてイベント限定景品がもれなくもらえるガラポン屋台が登場します。
■料金：1 回 300 円
■場所：ドッキンガム広場(ナンジャタウン内)
【景品一例】
ランチトートバッグ/6 種

ポストカード/20 種

缶バッジ(75mm)/12 種
ポップスタンド/7 種

《イベント限定グッズが登場！》
イベント限定グッズが並ぶグッズコーナーが登場します。クッションカバーやクリアキーホルダーなど、ここでしか手に入ら
ないグッズも盛りだくさん！
■場所：ナジャモジャマーケット(ナンジャタウン内)
【グッズ一例】
クッションカバー/7 種 (各 2,500 円)

ブロマイドアルバム/1 種 (1,100 円)

パスポートホルダー/1 種 (1,800 円)

サイズ：450ｍｍ×450ｍｍ
クリアキーホルダー/7 種 (各 880 円)

A5 クリアファイルセット/1 種 (1,800 円)

トートバッグ/1 種 (1,800 円)

※8 種類のファイルセットです。

《イベント限定クレーンゲーム景品、フォトシールフレーム》
イベント限定のクレーンゲーム景品と、イベント限定フレームで写真が撮れるフォトシール機が登場します。
■場所：レッド・サロン(ナンジャタウン内)
【クレーンゲーム景品一例】

タンブラー/3 種

【フォトシール機フレーム一例】
イベント限定フレーム/15 種

巾着/7 種
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