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あの熱狂が再び！2014 年春に続くイベント第 2 弾！

「弱虫ペダル GRANDE ROAD in ナンジャタウン」開催
2015 年 1 月 23 日（金）～4 月 5 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「弱虫ペダル GRANDE
ROAD」の放送を記念したイベント「弱虫ペダル GRANDE ROAD in ナンジャタウン」を、2015 年 1 月 23 日(金)～
4 月 5 日(日)まで開催します。

イベント概要
■オリジナルデザート＆フード(17 種)
イベント期間限定のコラボメニューを体験！
■ミニゲーム、ガラポン屋台
や

「闘ろうや!!20ｍ引き離しバトル!!」
「高回転(ハイケイデンス)ガラポン 2nd」
結果に応じてイベント限定景品を GET！はずれなし！
■グッズコーナー
今しか手に入らないイベント限定グッズも登場！
■イベント限定クレーンゲーム機景品
クレーンゲーム機にイベント限定景品が登場！
■バレンタイン企画
2 月 14 日(土)まで「バレンタイン限定商品」を販売。

「期待以上だ！荒北お墨付きデザート」(760 円)
ヨーグルトムースをベースにし、フルーツやチョコ
レートムースなど色々な味を楽しめるデザートです。
荒北の顔は全てチョコレートで手作りしています。

■ゲームソフトとコラボ
ゲームソフト「弱虫ペダル 明日への高回転（ルビ：
あすへのハイケイデンス）」の発売を記念して、ナン
ジャタウン限定シナリオを期間限定で先行配信！
■キャラクターパネルや展示品が園内に登場
※詳細は 2 枚目以降に記載。

《ナンジャタウン限定の描き下ろしイラストを使用した景品やオリジナルグッズが登場》
「闘ろうや!!20ｍ引き離しバトル!!」

「高回転(ハイケイデンス)ガラポン」

景品一例
アクリルキーホルダー／17 種

景品一例
75mm 缶バッジ／19 種

オリジナルグッズ一例
クッションカバー／17 種
(各 3,000 円)

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」も
『弱虫ペダル』ver.に！
©渡辺航（週刊少年チャンピオン）／弱虫ペダル GR 製作委員会 ©NAMCO LTD.
※商品・景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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■デザート＆フード（17 種）
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！
【メニュー

一例】

○商品名：
「アイスの山で勝負だ！」
真波＆坂道のクライマーアイス
○価 格：780 円

○商品名：クセになるくらい、
スッパイだ～トースト
○価 格：860 円

○商品名：マツ毛くんアイス饅頭、
アブアブ！
○価 格：680 円

抹茶とチョコレートのアイスに、ホイッ
プクリーム、アラザン、チョコレートで
できた自転車を飾りました。

バルサミコソースで味付けしたパンに餃
子、チーズをのせて焼いたトーストです。
上にのせたスパイダーはウィンナー、オ
リーブなどでできています。

ミルクソフトとホイップクリームをぎゅ
うひで包み泉田を表現しました。横から
見るとマツ毛も立体になっています。

○商品名：
名付けてビックリドッキリ鳴子必殺、
デーハードヤドヤ餃子や!!
○価 格：730 円

○商品名：
「俺達のチームワーク！」
手嶋＆青八木のカップパンケーキ
○価 格：680 円

○商品名：靖友も食べてみろよ！
チョコバナナ餃子
○価 格：720 円

宇都宮餃子の上に、ソフト煎餅、かまぼ
こ、サラミ、ハムなどでできた鳴子の顔
をのせました。赤い髪はトマトソース、
文字は海苔でできています。

チョコレートパンケーキと紅茶クリーム
で手嶋を、プレーンパンケーキとミルク
クリーム＆オレンジソースで青八木を表
現しました。2 人をプリントしたビスケ
ットを添えています。

バナナを餃子の皮で包み、チョコレート
をかけました。ホイップクリーム、プリ
ント煎餅を添えています。

■ミニゲーム、ガラポン屋台
や

《闘ろうや!!20ｍ引き離しバトル!!》

《高回転(ハイケイデンス)ガラポン 2nd 》

パックを滑らせ、止まったエリアの色に応じてハズレ
なしでイベント限定景品がもらえるミニゲームです。

自転車のペダルの形をした持ち手を回し、出た玉の色
に応じてイベント限定景品がもらえるガラポンです。

○場所：ブラック・サロン(ナンジャタウン内)
○料金：300 円

○場所：ブラック・サロン(ナンジャタウン内)
○料金：300 円

【景品一例】

【景品一例】

スクエア缶バッジ／19 種

ステッカー／19 種

丸型ポーチ／9 種

ポストカード／19 種
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■オリジナルグッズ・クレーンゲーム景品

【グッズ一例】
パスポートホルダー／2 種
(各 880 円)

バレンタイン企画

【グッズ一例】
トートバッグ／3 種
(各 1,800 円)

【クレーンゲーム景品一例】
クリーナーストラップ／17 種

「第 2 回 全国高等学校自転車競技部・バレンタインチョコ獲得レース」

○開催期間：2015 年 1 月 23 日(金)～2 月 14 日(土)
期間中に「バレンタイン限定商品」を販売！お買い上げの方には、
「チョコをあげたいキャラクター」を選んで投票できる
『投票用紙』をお渡しします。後日、1 位～3 位になったキャラクターの「記念商品」を販売します。

■ゲームソフトとコラボ
ニンテンドー3DS 専用ソフト「弱虫ペダル 明日への高回転（ルビ：
あすへのハイケイデンス）」の発売を記念して、ナンジャタウン限定
シナリオを期間限定で先行配信！
ゲーム画面、もしくはゲームソフト本体をご掲示いただいた方に、
先着でオリジナルシナリオを読み込めるＱＲコード入りの「ウェルカ
ムカード」をプレゼント！
ネコ耳 Ver.の弱虫ペダルキャラクター達が繰り広げるオリジナル
ストーリーは必見！
※詳細はナンジャタウン公式ＨＰでお知らせします。
※QR コードはゲーム公式ＨＰにて期間をおいて公開いたします。
ニンテンドー3DS 専用ソフト「弱虫ペダル 明日への高回転（ルビ：あすへのハイケイデンス）」
株式会社バンダイナムコゲームスより発売予定の「弱虫ペダル」初のゲームソフト。ゲーム完全オリジナルストーリーとフ
ルボイスで進行し、
「アドベンチャー(シナリオ)パート」
「ミニゲームパート」
「レースパート」があり、それぞれの進行・
成績によってエンディングが異なる。
○発売日：2015 年 1 月 29 日(木)予定

「サンシャイン 60 展望台」でもイベント開催

(2015 年 1 月 23 日(金) ～ 3 月 15 日(日)

)

サンシャイン 60 展望台にて「弱虫ペダル GRANDE ROAD Go round in サンシャイン 60 展望台」の開催が決定！
このイベントでしか見ることのできない展示や企画が盛りだくさん。オリジナル商品を含むグッズ販売、多彩
な展示コーナー、コラボカフェなどを展開！

「弱虫ペダル」とは
累計発行部数 1,200 万部を超える、
「週刊少年チャンピオン」(秋田書店)で連載中の渡辺
航氏原作の大人気自転車ロードレース作品。2013 年 10 月～2014 年 6 月までテレビア
ニメ第 1 期が放送された。
2014 年 10 月から、毎週月曜日深夜 1：35～テレビ東京にてテレビアニメ第 2 期となる
「弱虫ペダル GRANDE ROAD」が放送中。
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