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現在テレビアニメ放送中の「プリスト」がナンジャタウンに初登場！

「プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ in ナンジャタウン」
2016 年 3 月 11 日（金）～4 月 17 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、現在テレビアニメ放送中の「プリン
ス・オブ・ストライド オルタナティブ」とのタイアップイベントを 2016 年 3 月 11 日(金)から 4 月 17 日(日)まで
開催します。
期間中、ナンジャタウン初登場となる「プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ」キャラクターのイベント
限定猫耳イラストを使用したオリジナルデザート＆フード、オリジナルグッズや景品などが登場します。さらに名
古屋のナムコ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 6 種)
各キャラクターや学校をモチーフにしたオリジナルコラボメ
ニュー6 種が登場！
◆イベント限定ゲーム屋台「つなげ！END OF SUMMER」
リレーショナーになってストライドを体験できるゲーム屋台
が登場！パーフェクトリレーションを目指そう！
◆イベント限定スタンプラリー
「トライアル・ツアー in ナンジャタウン」
ナンジャタウン園内を巡るスタンプラリーを開催！
◆オリジナルグッズの販売
イベント限定猫耳イラストのオリジナルグッズが登場。
◆クレーンゲーム機景品、フォトシール機
◆展示やフォトスポットなどが登場！
◆「プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ in ナンジ
ャタウン サテライト」開催！

イベント限定猫耳
イラストのキャラク
ター達が登場！
《ストライド》中の
スピード感あふれる
ポージングとなって
います！
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添付資料(1/2)

プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ in ナンジャタウン
◆オリジナルデザート＆フード(全 6 種)
メニュー1 品ご購入につき、オリジナルブロマイドを 1 枚プレゼント！

商品名: 「好きな餃子は、
餃子入り焼きそばパン
です！」
価 格:680 円

商品名: 奈々お手製！尊の梅ささみ
＆餃子おにぎり
～プロテインドリンク付き～
価 格:880 円

商品名: 方南学園スト部の
パンダパンアイス
価 格:800 円

商品名: 怜治の欲張り
チョコレートケーキ
価 格:830 円

商品名: アンドロメダに捧ぐ！
西星学園パフェ
価 格:780 円

商品名: 花京院高校の
最強ブラックカレー
価 格:800 円

◆イベント限定ゲーム屋台「つなげ！END OF SUMMER」
ストライドはリレーショナーの指示が命！リレーショナーとして 2 人のランナーをパーフェクトに繋ごう！
【場
所】ブラック・サロン(ナンジャタウン内)
【料
金】1 回 400 円
【営業時間】平日：13 時～20 時 / 土日祝、及び 3/11 (金)、3/28(月)～4/8(金)：10 時～20 時
《遊び方》
1、 リレーショナーブースから、上段の流れる
ライトを足元のスイッチで止めます。
2、 的にボールを投げ、下段の流れるライトを
タイミング良く止めれば、
パーフェクトリレーション！

《景品一例》

結果に応じてオリジナル景品をプレゼント！
【丸型ポーチ(全 3 種)】

【ダイカットポストカード(全 15 種)】

【缶マグネット(全 8 種)】
©2015 FiFS／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス刊／POSA 製作委員会

©2016 NAMCO All rights reserved.

※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。※価格は全て税込みです。
※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。

添付資料(2/2)

プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ in ナンジャタウン
◆イベント限定スタンプラリー「トライアル・ツアー in ナンジャタウン」

ストライドは“想い”をつなぐスポーツ！キャラクターたちの想いをつなぐスタンプを集めて景品をゲット！
【受
付】ブラック・サロン(ナンジャタウン内)
【料
金】1 回 500 円
【受付時間】平日：13 時～19 時 30 分/土日祝、及び 3/11 (金)、3/28(月)～4/8(金)：10 時～19 時 30 分
《遊び方》
1、受付にて、方南学園または西星学園のスタンプラリー台紙を選択。
2、ストライドは皆の想いを正しくつなぐ事が大事！
台紙を受け取ったら、ナンジャタウン園内チェックポイントで、
各ランナーの想い(セリフ)を選んで、スタンプを押印。
3、スタンプを全て集めたら完走！受付にてゴール＆ハイタッチ！
集めたスタンプの組合せに応じてオリジナル景品をゲット！

《景品一例》

【POP スタンド
(全 12 種)】

▲オモテ
ウラ▲
【A4 クリアファイル(全 6 種)】

◆オリジナルグッズの販売
1 会計につき 2000 円のご購入ごとにオリジナルカードを 1 枚プレゼント！(※絵柄はお選びいただけます。)
《グッズ一例》

【タオル(全 3 種)】

【T シャツ(全 1 種)】

【アクリルファスナー
チャーム(全 15 種)】
※ランダム封入

【ハート缶バッジ(全 15 種)】※ランダム封入

◆クレーンゲーム機景品、フォトシール機
クレーンゲーム機景品

フォトシール機

場所：ブラック・サロン(ナンジャタウン内)
料金：1PLAY 200 円
《景品一例》

場所：ブラック・サロン(ナンジャタウン内)
料金：1 回 700 円
《フレーム一例》

▲オモテ

▲ウラ

【ミニクッションストラップ(全 6 種)】

その他、アフレコ台本などの展示コーナーも登場予定！お楽しみに！

「プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ」とは？
6 人で一つのチームを組み、街を駆け抜け、障害物を飛び越え、その速さを競い合うエクストリーム・スポーツ《ストラ
イド》
。そんな《ストライド》に魅せられた高校生たちの姿を描き大ヒットした「プリンス・オブ・ストライド」のテレビ
アニメ版。2016 年 1 月より大人気放送中！

「プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ in ナンジャタウン サテライト」開催！
名古屋パルコ店(開催期間：3/11(金)～4/17(日)予定)
住所：愛知県名古屋市中区栄 3-29-1 名古屋パルコ東館 4F
今後他店舗でのサテライト開催も予定！
今後の展開は「プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ in ナンジャタウン サテライト」公式 HP を
チェック！(http://www.namco.co.jp/chara_shop/pos-a/)
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