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いよいよ開催！イベント詳細発表！

「モンスターハンタークロス in ナンジャタウン」
2015 年 11 月 13 日（金）～12 月 13 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、11 月 13 日(金)から開催するモンスターハ
ンターシリーズ最新作 「モンスターハンタークロス」とのコラボイベント「モンスターハンタークロス in ナンジャタウン」の詳
細が決定しました。また「モンハン日記 ぽかぽかアイルー村 DX in ナンジャタウン」も同時開催中です。期間限定の「モン
ハン」の世界をお楽しみいただけます。

◆期間限定『モンハンクロス』とアトラクション「もののけハンターズ」がコラボ！(11/13～)
夏にオープンした人気アトラクション「もののけハンターズ」に『モンハンクロス』のモンスターに化けたもののけが登場！全ての”モン
ハンクロスモンスター”を捕獲したハンターには、イベント限定の“モンスター図鑑”をプレゼント。

◆イベント限定『モンハンクロス』オリジナルデザート＆フード全 9 種 (11/13～)
『モンハンクロス』の世界観をモチーフにしたオリジナルメニューを全て狩り尽くせ！

◆イベント限定オリジナルグッズ(11/13～)
◆スペシャルフォトスポットが登場 (11/13～)
『モンハンクロス』のべルナ村をイメージしたフロアに「ニャンコックのチーズ鍋」が登場！ゲーム中のように実際に回すことができま
す！もちろん写真撮影可能です。

◆ベルダーネコシリーズのオトモアイルーがナンジャタウンにやってくる！(11/13～)
登場スケジュール：土日祝：13 時・16 時 / 平日：14 時

◆オリジナルオトモアイルー、ナンジャタウン限定配信決定！(11/28～限定配信！！)
◆イベントスペース内にリアル集会所設置 (11/28～)
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「モンスターハンタークロス in ナンジャタウン」
◆期間限定『モンハンクロス』とアトラクション「もののけハンターズ」がコラボ！(11/13～)

夏にオープンした人気アトラクション「もののけハンターズ」に『モンハンクロス』のモンスターに化けたもののけが登場！全ての”モ
ンハンクロスモンスター”を捕獲したハンターには、イベント限定の“モンスター図鑑”をプレゼント。

【 受 付 時 間 】10：00～20：00
【 所 要 時 間 】40 分
【 料 金 】パスポートもしくは 1 回 800 円(税込)

《ストーリー》
ナンジャタウン内に潜む「もののけ」たちが、
突如「モンスターハンタークロス」のモンスター
に化けていると緊急の連絡が入った！モンス
ターの生態に詳しい「ニャンター」が、モンスタ
ーの居場所を突き止めて作った「もののけモ
ンスター発見マップ」と、「もののけロッド」を手
に園内を探索・捕獲しよう！

‣これが
「もののけロッド」
だ！！

《アトラクションの遊び方》
① 「もののけハントコーポレーション」にて「もののけロッド」を受け取り、園内へ出発！
園内に浮遊する「もののけモンスター」を探索・捕獲せよ！
② 「もののけモンスター」を見つけたら、「もののけロッド」をタイミング良く振り上げてロックし、リールを巻き上げ捕獲！

▾全 15 体のもののけモンスターが登場

▴全 15 体の”もののけモンスター”
を捕獲して、報告できたニャンター
には、
“モンスター図鑑”
（B５サイズ）
をプレゼント!!

★クラブ・ナンジャに入会でより楽しめる！
クラブ・ナンジャに入会すると、マイページから捕獲した「もののけモンスター」の確認が可能！さらにナンジャリンクカード
（500 円）を使えば、1 回のプレイで 15 匹の「もののけモンスター」を捕獲できなくても、その続きからのプレイが可能！

クラブ・ナンジャとは
クラブ・ナンジャはナンジャタウンの遊びをもっと楽しめる、
公式の WEB サービスです。登録は無料！

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. ©2015 NAMCO All rights reserved.
※商品、特典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。※価格は全て税込です。

添付資料(2/4)

「モンスターハンタークロス in ナンジャタウン」
◆イベント限定『モンハンクロス』オリジナルデザート＆フード全 9 種 (11/13～)
『モンハンクロス』の世界観をモチーフにしたオリジナルメニューが登場！
メニューご購入ごとにオリジナルブロマイドを 1 枚プレゼント。コンプリート目指して全て狩り尽くせ！
■商品名：必殺の一閃！ディノバルドの斬竜アイス
■価格：800 円（税込）
■店舗：ご当地アイスパーラー

■商品名：不動の山神！ガムートの雪山ジェラート
■価格：750 円（税込）
■店舗：ダ ルチアーノ

長く強靭な尻尾で相手
を一閃！斬竜ディノバ
ルドをブルーベリーミル
クとフランボワーズの
ジェラート、チョコレート
で再現しました。

■商品名：電の反逆者！ライゼクスの痺れる雷光餃子
■価格：780 円(税込)
■店舗：宇都宮と浜松の共演

かき氷の雪山から、お菓子で
できたガムートが現れた?！
ミルクジェラートの雪玉攻撃
に気をつけて、お召し上がり
ください。

■商品名：海竜タマミツネの鮮やか丼
■価格：750 円（税込）
■店舗：華興

体や尾をイメージした紫
のゆかりご飯をベース
に、タマミツネをイメージ
した丼です。迫力ある大
きな尻尾は、餃子にしそ
パウダーをまぶしていま
す

体内に発電器官を有するライ
ゼクスをイメージしたメニュー
です。放たれた雷光をイメー
ジしたジュノベーゼソースはピ
リっと辛い味付けになってい
ます。

■商品名：モンスターハンタークロス(黒酢)チキンマフィン
■価格：780 円（税込）
■店舗：レンガえんとつ

■商品名：ベルダーオトモのソフトクリームですニャ！
■価格：780 円(税込)
■店舗：サンタチューボー！

『モンスターハンタークロス』
発売を記念したマフィンの登
場です。黒酢ドレッシングの
かかった野菜とチキンスティ
ックを、マッカォネコシリーズ
のオトモアイループリントの
マフィンに挟んでお召し上が
りください。

・

■商品名：ビストロニャンコック特製☆
チーズフォンデュ餃子
■価格：980 円（税込）
■店舗：包王

アイルービストロの総料理長ニャンコック
特製のチーズフォンデュをイメージしたメ
ニューです。餃子、パン、野菜、お好きな
ものを付けて召し上がれ！かきまぜ棒も
食べられます！

■商品名：フェニニニ♪フェニーの
お散歩餃子プレート
■価格：750 円（税込）
■店舗：日本三大中華街の共演

ベルナ村の草原をフェニーが楽しげ
にお散歩中です。フェニーやまわり
の草原は、餃子とマッシュポテトでで
きています。

ベルダーネコシリーズのオトモアイ
ルーをモチーフにしたソフトクリー
ムです。求肥でできた顔の周りにリ
ボンのクレープを巻き、サクサクの
パイで出来た杖を添えました。

■商品名：カティのラブリーアイス
■価格：800 円（税込）
■店舗：ご当地アイスパーラー

マンゴーアイスでできたラブリーなカティの
アイスデザートです。カティはプリントマシ
ュマロ、衣装はチョコレートとホイップクリー
ムでできています。
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「モンスターハンタークロス in ナンジャタウン」
◆イベント限定オリジナルグッズ(11/13～)
販売場所：ナジャモジャマーケット(ナンジャタウン内)
《A4 クリアファイル(全 2 種)：各 350 円》

《ウラ》

《オモテ》

《ウラ》

《オモテ》

《クリーナークロス(150×150ｍｍ全 2 種)：各 650 円》

《ニャンコックの
チーズ風味ふりかけ
：780 円》

《アクリルキーホルダー（80×100ｍｍ全 7 種）：各 950 円》
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. ©2015 NAMCO All rights reserved.
※商品、特典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。※価格は全て税込です。

「モンスターハンタークロス in ナンジャタウン」
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◆スペシャルフォトスポットが登場 (11/13～)
[場所：ブラック・サロン(ナンジャタウン内)]
『モンハンクロス』のベルナ村をイメージしたフロアにゲーム内に登場する「ニャンコックのチーズ鍋」が登場！ゲーム中のよ
うに実際に回すことができます！もちろん写真撮影可能です！「かきまぜ棒」を豪快に回してニャンコック気分を味わおう！

[ニャンコック]

◆ベルダーネコシリーズのオトモアイルーがナンジャタウンにやってくる！(11/13～)
期間：

[11 月 13 日（金）～11 月 23 日（祝月）]
[登場時間：土日祝：13 時・16 時／平日：14 時]
※開催内容は予告なく変更になる可能性があります。
※先着順です。
※混雑状況により撮影ができない場合がございます。

イベント期間中、ナンジャタウンにベルダーネコシリーズのオトモアイルーが登場！
ブラック・サロンから登場し、お散歩に行くことも！もちろん一緒に写真撮影可能です。
※画像はイメージです

◆オリジナルオトモアイルー、ナンジャタウン限定配信決定！(11/28～限定配信！！)
[場所：ブラック・サロン(ナンジャタウン内)]
「ナジャヴ」「モジャヴ」が『モンハンクロス』の特別配信「オトモアイルー」としてイベントコーナーにて配信！

[ナジャヴ]

[モジャヴ]

※オトモアイルーのダウンロードには、「モンスターハンタークロス」のソフトとニンテンドー3DS シリーズ本体が必要です。
※対応ソフトは「モンスターハンタークロス」のみとなります。※電波状況により、ダウンロードできない場合がございます。
※事前にお持ちの、ニンテンドー3DS シリーズのバッテリー残量が十分かどうかご確認ください。
※配信環境や混雑状況により、長時間お待ちいただくことや配信を中断させていただく場合もございます。

◆イベントスペース内にリアル集会所設置 (11/28～)
[場所：ブラック・サロン(ナンジャタウン内)]
『モンハンクロス』の狩友と出会えるチャンス！仲間たちと狩りに出かけよう！

『モンスターハンタークロス』11 月 28 日(土)発売予定
モンスターハンタークロス公式サイト http://www.capcom.co.jp/monsterhunter/X/
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