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アイドルたちがナンジャタウンに登場！
「うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE レボリューションズ in ナンジャタウン」
2015 年 7 月 10 日（金）～9 月 13 日（日）開催
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)は、テレビアニメ「うたの☆プリンス
さまっ♪ マジ LOVE レボリューションズ」とのタイアップイベント「うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE レボ
リューションズ in ナンジャタウン」を、2015 年 7 月 10 日(金)から 9 月 13 日(日)まで開催します。
2011 年、2013 年に開催し大盛況となったイベントを、2015 年夏はパワーアップしてお届けします。期間中、
キャラクターをモチーフにしたデザート＆フード、イベント限定描き下ろしイラストを使用した景品やグッズなど
が登場します。
イベント概要
■オリジナルメニュー全 15 種登場
ST☆RISH の 7 人は勿論、春歌、先輩たち QUARTET NIGHT の 4 人や、先生たちのメニューも登場！
■ゲーム屋台２種「レボリューションズ ガラポン」「GOLDEN☆STAR ルーレット」
■オリジナルグッズの販売
■クレーンゲーム機景品、フォトシール機なども登場！
ナンジャタウンのシンボルキャラクター「ナジャヴ」の燕尾服をイメージしたジャケットに、キャラクター
カラーの蝶ネクタイをしたイベント限定ネコ耳キャラクターイラストがグッズや景品に登場します。

オリジナルデザート＆フード全 15 種

■うたの☆プリンスさまっ♪とは
2010 年 6 月に発売された人気ゲームソフトを原作とし、2011 年 7
月に第 1 期が、そして 2013 年春に第 2 期シリーズが放送された
テレビアニメ「うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE」シリーズ。
シャイニング事務所に所属する新人作曲家七海春歌と、アイドル
たちを中心に彼らの成長が描かれた。
そしてついに第 3 弾として「うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE
レボリューションズ」が 2015 年 4 月より放送中。
本イベントは事前応募、抽選によるご参加となります。
応募方法やイベント参加方法など、最新情報はナンジャタウン公式 HP にてお知らせいたします。
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■オリジナルメニュー全 15 種登場
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！

●商品名：
音也の甘＆辛☆
EMOTIONAL カレー
●価格：880 円

●商品名：
春歌のメロディー
パンケーキ
●価格：680 円

●商品名：
光り輝く☆那月の
LIFE クレープ
●価格：780 円

●商品名：
真斗の RESONANCE
フロート
●価格：770 円

●商品名：
レンのラビオリ風
UNION 餃子
●価格：650 円

●商品名：
トキヤの ORIGINAL
ベジタブルスープ餃子
●価格：780 円

●商品名：
TRY！翔のビッグな
餃子丼
●価格：830 円

●商品名：
セシルの Vivid な味わい☆
グリーンスープ餃子
●価格：780 円

●商品名：
レボリューション！
ST☆RISH アイスパフェ
●価格：800 円

●商品名：
嶺二の NEVER NEVER
ミニ寿弁当
●価格：780 円

●商品名：
蘭丸の ONLY ONE な
骨付き肉風餃子
●価格：880 円

●商品名：
藍の INNOCENT WIND
パフェ
●価格：790 円
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●商品名：カミュの月夜の
SAINTLY フラッペ
●価格：750 円

●商品名：QUARTET NIGHT なステージ
炒飯～The dice are cast～
●価格：870 円

●商品名：林檎のキュートなリンゴ型
タルト＆龍也のクールな
チョコレートケーキ
●価格：830 円

■ゲーム屋台２種「レボリューションズ ガラポン」「GOLDEN☆STAR ルーレット」
【場
所】ブラック・サロン(ナンジャタウン内)
【料
金】各種 1 回 300 円
【営業時間】10 時～20 時
■ガラポン屋台「レボリューションズ ガラポン」
イベント特別仕様に装飾されたガラポンを回し、出た玉に応じてオリジナル景品をプレゼント。
《景品一例》

ポーチ(11 種)

マイクロ
ファイバータオル
(11 種)

75mm 缶バッジ(11 種)

ダイカット
ポストカード(11 種)

■ゲーム屋台「GOLDEN☆STAR ルーレット」
ピアノの鍵盤をモチーフにしたルーレットが光り、出た目に応じてオリジナル景品をプレゼント。
《景品一例》

アクリルキーホルダー(11 種)

キャラ POP
スタンド
(11 種)

A5 クリアファイル(11 種)

ステッカー(11 種)

■オリジナルグッズの販売、クレーンゲーム機景品、フォトシール機なども登場！
■グッズコーナー

■クレーンゲーム機用オリジナル景品

【場所】ナジャモジャマーケット(ナンジャタウン内)
イベント限定のオリジナルグッズを販売します。

【場所】レッド・サロン(ナンジャタウン内)
【料金】1 回 300 円
《景品一例》
巾着

クッションカバー(11 種)
各 3,000 円

うちわ(11 種)
各 500 円

パスホルダー(11 種)
各 1,200 円

その他にも、イベント限定フレームの
フォトシール機も登場！
©UTA☆PRI-R PROJECT

※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。

©2015 NAMCO All rights reserved.

※価格は全て税込みです。

