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サンリオのキャラクタープロジェクト「SHOW BY ROCK!!」のショートアニメ続編製作記念イベントを開催!!

「SHOW BY ROCK!! in ナンジャタウン NAMJA FES!! 2016」
2016 年 4 月 15 日（金）～7 月 10 日（日）開催にゃん♪
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、株式会社サンリオのバンドをテー
マにしたキャラクタープロジェクト「SHOW BY ROCK!!」とのタイアップイベントを開催します。
期間中、ナンジャタウン初登場となる「SHOW BY ROCK!!」5 バンドのキャラクターたちがイベント限定猫耳イラ
ストとなりオリジナルデザート＆フード、オリジナルグッズ、景品などとして登場します。さらにフォトラリーで
は全 24 バンドが登場。
そして、スペシャル企画として世界に 1 着だけのバンドプロデュースウェディングドレス（税込価格 690,765 円）
を限定 1 名様に抽選販売します。ウェディングドレスをプロデュースするバンドは当選者が指定できます。

【イベント概要】
【 NAJAVU STAGE】4 月 15 日(金)～5 月 20 日(金)
【 MOJAVU STAGE】5 月 21 日(土)～6 月 19 日(日)
【 S E C R E T 】6 月 20 日(月)～7 月 10 日(日)
★オリジナルデザート＆フード♪(全 14 種)
13 種+限定メニュー1 品が登場！限定メニューは各期間で
入れ替わります♪
★ガラポン屋台「回せ！ストロベリーハート♡ガラポン♪」
ハート型ギターモチーフの抽選器を回して景品をゲット!!
★アトラクション「もののけハンターズ」とのコラボ!!
「ダークモンスターハンターズ」
ナンジャタウンに逃げ込んだダークモンスターを捕まえろ !!
★フォトラリー「ナンジャタウンで嬉し恥ずかし
ブロマイド♥行脚ですぞ♪」(NAJAVU STAGE 限定登場)
メイプル社長の手足となってナンジャタウンを満喫して
いる各バンドのブロマイドを撮影しよう♪
★オリジナルグッズ♪
★クレーンゲーム機、フォトシール機など♪
★アプリ「SHOW BY ROCK!!」とのコラボ♪
★「SHOW BY ROCK!! in ナンジャタウン サテライト
NAMJA TOUR!! 2016」開催！(名古屋・大阪)
さらにスペシャルなコラボ企画!!「Special NAMJA WEDDING!」
当選者が指定したバンドがプロデュースするウェディングドレスと、デザインドレス
を着たキャラクター描き下ろし等身大パネルを限定 1 名様に抽選販売!!
デザイン対象バンドは 5 バンド!!
プラズマジカ/シンガンクリムゾンズ/トライクロニカ/徒然なる操り霧幻庵/
ロック ナムコ
クリティクリスタ
※詳しくは公式 HP で発表いたします。 ナンジャ タウン史上最高価格：税込690,765円!!
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★スペシャルなコラボ企画「Special NAMJA WEDDING!」

ご指定バンドがプロデュースするウェディングドレスと、デザインドレスを着たキャラクター描き下ろし等身大
パネルを当選した限定 1 名様のみがご購入いただけます!!
ロック ナムコ
【受付場所】ナジャモジャマーケットにて抽選受付
ナンジャタウン史上最高価格：税込690,765円!!
【受付期間】2016 年 4 月 15 日(金)～7 月 10 日(日)

デザイン対象バンドは 5 バンド!!
プラズマジカ / シンガンクリムゾンズ

/

トライクロニカ

世界に 1 着だけのバンドプロデュースのウェディングドレスを
貴方のためにお作りします!!さらにオプションプランとしてメモリ
アルリングの受注も受付♪(メモリアルリングは時価となります)
※ご指定バンドが男性バンドの場合は、等身大パネルは同モチーフ
のタキシードを着たキャラクターとなります。

/

徒然なる操り霧幻庵

/

クリティクリスタ

「SHOW BY ROCK!!」とは
2013 年にスマートフォン向けゲームアプリから
スタートした、株式会社サンリオのバンドをテー
マとしたキャラクタープロジェクト。2015 年 4
月からはテレビアニメ第 1 期が放送された。
さらにテレビアニメの続編製作も決定している。

★オリジナルデザート＆フード♪(全 14 種)
13 種＋限定メニュー1 品が登場！限定メニューは各期間で入れ替わります♪ご購入 1 品ごとにオリジナル
ブロマイドをプレゼント♪
【NAJAVU STAGE】
限定メニュー

《メニュー一例》

商品名：
白玉ぷるぷる♪プラズ
マジカのお気に入り♡
angelica 特製エッグ
ベネディクト風餃子

商品名：
だいすきなベリーさん♡
いっつもありがとにゃん♪
シアンのすっごくぷるぷる！
ストロベリーハートパフェ

価格：890 円

価格：800 円

商品名：
ぴゅるる～ん☆みんななかよく、
モアのかおのアイスぴゅる☆
モアのぴゅるぴゅる☆アイス

商品名：
喰らいやがれ家畜どもッ!
深紅色の餃子肉汁堕天使クロウの
汁 餃子黙示録ッ!!

商品名：
ヤイバの拙者のレジェンド・オブ・
サルサ風 GYOZA がお主の荒ぶる
胃袋を(以下略

価格：800 円

価格：880 円

価格：850 円

スープチャオズアポカリプス
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商品名：
隠し玉とはさすが、徳が高い!
お師匠様!!
徒然なる操り霧幻庵の極東特製
桜【くれーぷ】で、ありんす。

商品名：
夢銀河ツーリストのみんな、
おいでよっ☆
ボクらの 瞬 TOKIMEKI☆
トライクロニカジェラートさっ☆

商品名：
お兄ちゃんと…いっしょに…
ふ～ふ～したいな♡
お姉ちゃんには…あ～んしてほしいなぁ♡
クリティクリスタの Yes!
カラフル餃子宣言♡

価格：780 円

価格：800 円

価格：750 円

またたき

★ガラポン屋台「回せ！ストロベリーハート♡ガラポン♪」
主人公シアンのハート型ギター“ストロベリーハート”をモチーフにしたガラポン抽選器を回し、出た玉の色に応
じてハズレなしで景品がもらえます♪
【場
所】ドッキンガム広場(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 4/15(金),5/2(月),5/6(金)10 時～20 時
《景品一例》

【アクリルキーホルダー(全 4 種)】

【ミニタオル(全 4 種)】

【ポストカード(全 10 種)】

★アトラクション「もののけハンターズ」とのコラボ!!「ダークモンスターハンターズ」
ナンジャタウンの人気アトラクション「もののけハンターズ」に「SHOW BY ROCK!!」の“ダークモンスター”が
登場!!全て捕獲したハンターには報酬のダークモンスター図鑑「ダークモンスター・クロニクル」を贈呈します!!
▾これが
「もののけロッド」だ!!

SHOW BY ROCK!!×もののけハンターズ
「ダークモンスターハンターズ」
■料
金：800 円 またはパスポート
■受付時間：10 時～21 時
※小学生未満は中学生以上の付添が必要。
※営業時間は変更になる可能性がございます。

▾これが“ダークモンスター”だ!!

《ストーリー》
「SHOW BY ROCK!!」の“音楽都市 MIDICITY”とナンジャタ
ウンが繋がっちゃった!?
人気バンド達がナンジャタウンにやってきた！
でも“ダークモンスター”も一緒にやって来てしまったみた
い…!!“もののけロッド”を使って、ナンジャタウン園内に
逃げ込んだ“ダークモンスター”を捕まえて!!
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★フォトラリー「ナンジャタウンで嬉し恥ずかしブロマイド♥行脚ですぞ♪」(NAJAVU STAGE 限定登場)
園内を巡ってナンジャタウンを満喫中の各バンドのブロマイドを撮影!!報酬をゲットしよう♪
【場
所】ドッキンガム広場(ナンジャタウン内)
【料
金】1 回 200 円
【営業時間】平日：13 時～19 時 30 分/土日祝,及び 4/15(金),5/2(月),5/6(金)10 時～19 時 30 分

《景品一例》

《遊び方》
1、受付で撮影対象のバンドを選び、依頼書を受け取る。
2、依頼書の“街のうわさ”などをもとにナンジャタウン園内を探索。
3、バンドメンバーを見つけたら容赦なくシャッターを切る!!
4、受付に報告。しっかり現場を押えていれば報酬をゲット♪
※デジカメ/カメラ機能付き携帯をご用意の上ご参加ください。

【報酬ステッカー(全 24 種)】

★オリジナルグッズ♪
【NAJAVU STAGE】登場

【MOJAVU STAGE】登場

《グッズ一例》

【缶バッジコレクション(全 22 種)】
※ランダム封入

【チャームコレクション
(全 18 種)】※ランダム封入

1 会計につき、2,000 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。)

★その他グッズも発売予定♪

★クレーンゲーム機♪

★アプリ「SHOW BY ROCK!!」コラボ♪

場所：レッド・サロン(ゲームコーナー)※設置場所が変更になる
料金：1PLAY 200 円
場合がございます。

ナンジャタウン園内のポスターからキーワード
をゲット♪キーワードをアプリサポートページ
から入力して、限定ブロマイドを手に入れよう!!

▾ウラ

《景品一例》

▾ウラ

※カードの種類は
【NAJAVU STAGE】
【MOJAVU STAGE】で
異なる絵柄となります。
詳しくは公式 HP にて
発表致します。
▴オモテ
【巾着(全 8 種)】

▴オモテ

★さらにフォトシール機も登場!!人気バンドのフレームで撮影しよう♪

【MOJAVU STAGE】ではゲーム屋台「目指せ！グレイトフルロックフェス」も登場し、FES!!を盛り上げるぞ!!
5/21(土)からの【MOJAVU STAGE】では、
フォトラリー(NAJAVU STAGE 限定登場)と
入れ替わりで期間限定ゲーム屋台が登場予定!!
場所：ドッキンガム広場
料金：1 回 400 円

ミニクッションやアクリルキーホルダーなど
人気バンドの猫耳イラスト景品が登場します♪

【ミニクッション(全 5 種)】

「SHOW BY ROCK!! in ナンジャタウン サテライト NAMJA TOUR!! 2016」開催
名古屋パルコ店(開催期間：6/10(金)～8/8(月))
住所：愛知県名古屋市中区栄 3-29-1 名古屋パルコ 東館 4F
namco イオンモール大日店(開催期間：5/14(土)～7/24(日))
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コラボメニューの提供など、一部内容は実施致しません。詳しくは後日開設の HP にて公開致します。
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