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「ツキウタ。」がナンジャタウンに初登場！大阪、名古屋のナムコ店舗でも同時開催

「ツキウタ。 in ナンジャタウン」開催！
2016 年 1 月 15 日（金）～3 月 6 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)は、ドラマ CD シリーズ「ツキウタ。
」
との初コラボイベント「ツキウタ。 in ナンジャタウン」を、2016 年 1 月 15 日(金)～3 月 6 日(日)まで開催します。
期間中、ナンジャタウン園内では、
「ツキウタ。」の各キャラクターをモチーフにしたデザート＆フードが楽しめ
るほか、イベント限定の描き下ろしねこ耳イラストを使用したグッズやゲーム屋台などが登場します。さらに大阪、
名古屋のナムコの店舗でもナンジャタウンサテライトとして、イベントを同時開催します。

【イベント概要】
■オリジナルデザート＆フード(全 14 種)
各月 12 キャラクターのメニューと、さらにドラマ CD 内
のユニットである「Six Gravity」
「Procellarum」のメニュ
ーも登場！
キービジュアルへ
差替え

「ツキウタ。
」とは
1～12 月の各月をイメージした
男女のキャラクター達が、その月
の魅力をたっぷりと詰め込んだ
歌とミニドラマを収録したシリ
ーズ CD。
ナンジャタウン限定ねこ耳描きおろし
イラストはコチラ！
12 月

師走 駆(しわす かける)▶

■イベント限定ゲーム屋台 2 種「ガラポン」と、
「ウサたおし」が登場。
「ツキウタ。ガラポン」「ウサたおし」では、描き下ろ
しねこ耳イラストの景品が登場します。
■オリジナルグッズの販売
■クレーンゲーム機限定景品、フォトシール機
■ナンジャタウンとのコラボを記念したオリジナル
ドラマ CD の発売が決定！
■ファンミーティング「ツキノパーティ」の開催！
■同時開催！「ツキウタ。 in ナンジャタウン サテライ
ト」（大阪・名古屋）
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ツキウタ。 in ナンジャタウン
■オリジナルデザート＆フード(全 14 種)
メニュー1 品ご購入につき、オリジナルブロマイドをプレゼントします。

商品名：Six Gravity★餃子プレート
価 格：850 円

商品名：駆のクリスマスケーキ風
パンケーキ
価 格：750 円

商品名：春告鳥の和風
ジェラートパフェ
価 格：800 円

商品名：涙のカプレーゼ風餃子
価

格：880 円

商品名：Procellarum☆ラブリー白田クレープ
価 格：730 円

商品名：王様、始の紫芋ケーキ
価

格：830 円

商品名：新もオススメ！トマトソースの
ショートパスタ＆水餃子
価 格：780 円

商品名：海の豪快！
豚の生姜焼き丼
価 格：780 円

商品名：恋のチョコ＆ベリーベリー
LOVE パフェ
価 格：800 円

商品名：葵の特製！ラビオリ風餃子
価

格：820 円

商品名：陽のナンジャタウン・
スペシャルゲナカレー
価 格：780 円
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ツキウタ。 in ナンジャタウン

商品名：夜の絶品！すき焼き餃子
価

格：820 円

商品名：郁のジャック・オ・ランタン！
シーザーサラダ
価 格：780 円

商品名：魔王様、隼の
冠パンナコッタ
価 格：680 円

■イベント限定ゲーム屋台 2 種が登場！ハズレなしの「ガラポン」と、
「ウサたおし」が登場。
【場
所】ブラック・サロン(ナンジャタウン内)
【料
金】各 1 回 400 円
【営業時間】平日：13 時～20 時 / 土日祝、及び 1/15(金)：10 時～20 時

◆「ツキウタ。ガラポン」
“ツキウサ。”がデザインされた特製抽選器を回し、出た玉の色に応じて景品がもらえます！
抽選器の“ツキウサ。
”の色は、イベント開催中の各月のイメージカラーに月替わりで変更予定！お楽しみに！
▼ウラ

▼ウラ

▲オモテ

▲オモテ

【でかクッションストラップ(全 6 種)】

【ステッカー(全 12 種)】

《景品一例》

【キャラ POP スタンド(全 12 種)】

【缶バッジ(75mm)(全 12 種)】

◆イベント限定ゲーム屋台「ウサたおし」
ボール(お手玉)を投げて“いたずらウサ”たちを倒し、倒した数に応じて景品がもらえます。

【ポーチ(全 6 種)】

【32mm 缶ストラップ(全 12 種)】

【マイクロファイバークロス(全 12 種)】

《景品一例》

【星形ステッカー(全 12 種)】
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ツキウタ。 in ナンジャタウン
■オリジナルグッズの販売

描き下ろしねこ耳イラストを使用したオリジナルグッズが登場！1 会計 2,000 円のご購入ごとにオリジナルカード
(12 種)を 1 枚プレゼントします！(※絵柄はお選びいただけます)

【アクリルキーホルダー(全 12 種)】

【IC カードケース(全 12 種)】

【スポーツタオル(全 2 種)】

《グッズ一例》

【トートバック(全 2 種)】

■クレーンゲーム機限定景品
場所：レッド・サロン(ナンジャタウン内)
料金：1 回 200 円
▼オモテ

▼ウラ

▲オモテ

▲ウラ
《景品一例》

【巾着(全 6 種)】

【ミニクッションストラップ(全 12 種)】

■ナンジャタウンとのコラボを記念した
オリジナルドラマ CD の発売が決定！
ナンジャタウン、ナンジャタウン サテライト店舗
ムービック通販 にて限定販売！
※発売日や価格など、詳細は決定次第
ナンジャタウン公式 HP にて発表いたします。
続報をお楽しみに！

■ファンミーティングの開催
2 月【amor】のツキノパーティをナンジャタウン
で開催！
月ごとのオリジナルランチを食べながら交流を楽しめ
る、「ツキウタ。」ファン同士の交流を目的とした毎月
開催のファンクラブイベント「ツキノパーティ」をナ
ンジャタウンでも開催します！
※キャスト及び、作曲家の出演はございません。
※詳細はナンジャタウン公式 HP にて発表いたします。

同時開催！「ツキウタ。 in ナンジャタウン サテライト」
開催期間：2016 年 1 月 15 日(金)～3 月 6 日(日)
namco 名古屋駅前店
住所：愛知県名古屋市中村区椿町６－６ ビックカメラ名古屋駅西店 6F
namco イオンモール大日店
住所：大阪府守口市大日東町 1-18

イオンモール大日 4F

※サテライト店舗ではオリジナルグッズ、ガラポン、ゲーム屋台、
クレーン機、フォトシール機のみの実施となります。
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