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アニメ「SHOW BY ROCK!!」第 2 期放送記念☆リバイバルイベント開催！
コラボメニューには新バンドも登場にゃん♪

「SHOW BY ROCK!!# × ナンジャタウン」
2016 年 12 月 16 日（金）～2017 年 1 月 9 日（月・祝）
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!!」のアニメ第 2 期の放送と、ナンジャタウン 20 周年を記念
したミニタイアップイベントを開催します。
2016 年 4 月～7 月に開催して大好評となった「SHOW BY ROCK!! in ナンジャタウン NAMJA FES!! 2016」のイベ
ントの全コラボメニューを一新し、アニメ第 2 期より新登場した「ARCAREAFACT(アルカレアファクト)」「BUD
VIRGIN LOGIC(バッドヴァージンロジック)」の 2 組のバンドのメニューも新登場。
また 4 月から登場した限定景品が「SHOW BY ROCK!!# × ナンジャタウンくじ」で再登場。イベント限定グッズ
も再販売します。4 月からのイベントをお楽しみいただいた方も、新しくファンになった方も作品の世界観でお楽
しみいただけるリバイバルイベントです。

【イベント概要】
NEW♪ イベント限定コラボメニュー(全 9 種)
キャラクターモチーフの新コラボメニューが登場♪

NEW♪ 「Special NAMJA WEDDING!」展示
春のイベントのスペシャル企画「Special NAMJA WEDDING!」で
当選した、限定 1 名様に世界でひとつだけのウェディング
ドレスを製作中♪仮縫いのサンプルドレスを展示します！

★イベント限定グッズの販売
春のイベントの人気グッズが再登場♪
購入特典には「ARCAREAFACT」「BUD VIRGIN LOGIC」のキャラ
クターも新登場します。

★「SHOW BY ROCK!!# × ナンジャタウンくじ」販売
春のイベントの人気景品が再登場♪
ゲット出来なかった景品をくじで手に入れよう！

★ねこ耳ミニキャラパネルプレゼント
春のイベントで登場した描き下ろしのねこ耳ミニキャライラス
トパネルを抽選でプレゼント。一部キャストの直筆サイン入り♪
当選したお客さまが指定した
「クリティクリスタ」プロデュース
のウェディングドレスを製作中♪
今回は先行してデザイン画を公開！
イベントでは、貴重な仮縫いのサンプ
ルドレスをお借りして展示します♪

「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、2016 年 7 月から
はショートアニメ放送された。
さらに現在 2016 年 10 月からはアニメ
第 2 期が放送中。
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「SHOW BY ROCK!!# × ナンジャタウン」詳細
NEW♪ イベント限定コラボメニュー(全 9 種)
メニュー1 品購入につき、オリジナルブロマイドを 1 枚プレゼントします。

最高の演奏で最高の笑顔を！
プラズマジカの流星クリーム
ラインパスタにゃ♡

テメエのチョコムースは何色だッ！？
…シンガンクリムゾンズ背徳の
カタストロフィィィ超誇黙示録ッ！
ー故に Editionー

価格：780 円

価格：850 円

飲みやがれ家畜共ッ！レジェンド・
オブ・グレープスカッシュ故に（中略）
スパイシートルティーヤか、
熱いじゃねぇか！
…凍てつき乾いた神の舌すらも潤わ
せるとは…！ドリンク
価格：750 円

夢銀河ツーリストのみんな、ボクは
ここにいるよっ☆
トライクロニカの今夜は胸騒ぎ☆
JustParadise☆ドリンコさっ☆
価格：700 円

お師匠、徒然なるまま散りゆく桜に
極東の息吹を感じます。
徒然なる操り霧幻庵の
五目御飯でありんす。
価格：850 円

トライクロニカの☆レインボー
ギャラクティカ☆男 KAGAYAKI☆
夢銀河ソフトだよっ☆そ〜れっ☆
価格：700 円

お兄ちゃんもお姉ちゃんも〜
食べてくれなきゃダメダメ♡
食べたいものぜ〜んぶ入れたの♤
私たちクリティクリスタの◇
放て！どどど〜んクレープ！やで〜♧
価格：700 円

これを考えた料理人は誰なのだ！？
BUD VIRGIN LOGIC の Schlehit 下民御用達
〜断罪の地獄墜ちジェラート～
価格：800 円
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オレ達の餃子で…世界を紡ぐ！
ARCAREAFACT のお兄たまは黄金
アーティストさわやかフォルテシモ
ランチプレートセ〜イ
〜じい！俺のジャスタウェイクを
もて！〜
価格：980 円
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「SHOW BY ROCK!!# × ナンジャタウン」詳細
NEW♪ 「Special NAMJA WEDDING!」展示
春のイベントで開催したスペシャルなコラボ企画「Special NAMJA WEDDING!」
。
予想を超える多数の応募者の中から当選した方が指定したバンドは「クリティクリスタ」！
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、
ロック ナムコ

ナンジャタウン史上最高価格の690,765円(税込)にてお作りしております。
今回は、その貴重なウェディングドレスの仮縫いサンプルをお借りして展示します♪
さらに、ご一緒にオプションとして製作したメモリアルリングもあわせて展示。
「クリティクリスタ」こだわりの「Special NAMJA WEDDING!」をご覧ください♪
「クリティクリスタ」プ
ロデュースの「ツキノ」
をモチーフにしたドレ
スのデザイン画です。

▲「クリティクリスタ」
中央右が「ツキノ」

メモリアルリングは、U-TREASURE by K.UNO との
スペシャルコラボ!!

Ａラインベースの、フロ
ントミニのドレスにな
っています。
バックスタイルは「クリ
ティクリスタ」の衣装を
イメージ♪

オプションのメモリアルリング
もペアで製作！
こちらも「クリティクリスタ」
プロデュースの「ツキノ」をモ
チーフとしたデザインです。
＜製造元: U-TREASURE by K.UNO ＞

★イベント限定グッズの販売
春のイベントで登場したイベント限定グッズを再販売♪
イベント限定描き下ろしのねこ耳ミニキャライラストのデザインも登場しますので、前回入手できなかった方は
お見逃し無く！
購入特典のオリジナルカード(全 20 種)には「ARCAREAFACT」
「BUD VIRGIN LOGIC」の 2 組のバンドが新登場です♪
＜グッズ一例＞

購入特典オリジナルカード
「ARCAREAFACT」と「BUD VIRGIN LOGIC」
の新絵柄はこちら♪

※絵柄はお選びいただけます。

【チャームコレクション(全 18 種)】 【缶バッジコレクション(全 22 種)】
※ランダム封入
※ランダム封入

★「SHOW BY ROCK!!# × ナンジャタウンくじ」
「SHOW BY ROCK!!」キャラクターが画面に登場するデジタルくじが新登場！出た結果に応じてもれなく景品がもら
えます♪春のイベントの人気景品を手に入れる最後のチャンス！
【料
金】1 回 400 円
【場
所】ナジャモジャマーケット(ナンジャタウン内)
【営業時間】10 時～22 時 (※営業時間は変更になる場合があります)
＜景品一例＞

くじを 3 回ご利用で、ねこ耳
ミニキャラパネル（18 種）が
抽選で当たるプレゼント
キャンペーンの応募用紙が
もらえます。

【ミニクッション(全 5 種)】 【アクリルキーホルダー(全 4 種)】

【ミニタオル(全 4 種)】

各バンド (※1) の代表キャラク
ター1 体のパネルにはキャス
トの直筆サイン入り♪

(※1)描き下ろし 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 / クリティクリスタ
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