報道関係各位

2016 年 11 月 22 日

news
release

東京都港区三田３-１３-１６ 三田43MTビル
www.namco.co.jp

№P-12-141

参加者同士が騙し合う、人気の対人推理アトラクションが新設定で登場！
ねこ耳キャラも初登場し、過去最大級のボリュームでイベント開催！

「ダンガンロンパ in ナンジャタウン 2016-17」
2016 年 12 月 2 日（金）～2017 年 2 月 16 日（木）
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、アニメ「ダンガンロンパ３ –The End
of 希望ヶ峰学園-」の放送と、シリーズ最新作となるゲームソフト「ニューダンガンロンパＶ３ みんなのコロシア
イ新学期」発売、ナンジャタウン 20 周年を記念して「ダンガンロンパ in ナンジャタウン 2016-17」を開催しま
す。
今回で 3 回目となる「ダンガンロンパ」×ナンジャタウンのイベントは、毎回人気の対人推理アトラクションが
新設定で登場する他、イベント屋台、コラボメニュー、参加型の展示、さらに 2017 年 1 月 13 日(金)からは「ニュ
ーダンガンロンパＶ３」の限定メニューやガラポン屋台、景品、グッズが追加で新登場します。

◀ねこ耳イラストは今回が初登場！
イベント限定描き下ろしとなる、
「ダンガンロンパ」キャラクターの
ねこ耳ちびキャライラスト（全 22
キャラクター）がイベント限定グッズ
や景品などで登場します。

※詳細は２枚目以降
【イベント概要】
●参加者同士で騙し合う対人推理アトラクション「リアル絶望ゲーム ～逆襲のモノクマ～」(～2/12）

毎回大人気の対人推理アトラクションが「ダンガンロンパ３ –The End of 希望ヶ峰学園-」の新設定で登場！

●ご当地餃子やデザートなどでキャラクターをイメージしたコラボメニュー(全 16 種)
●ゲーム屋台「ちさ先生の課外授業～ドッキドキ☆After School～」(～2/12)
●ガラポン屋台「モノモノガラポンＶ３」(1/13～2/12）
●イベント限定グッズの販売や、フォトシール機、スペシャルグリーティング、参加型の展示など

▲対人推理アトラクションイメージ
（2014 年開催時の様子）

▲対人推理アトラクション
「リアル絶望ゲーム ～逆襲のモノクマ～」

▲日向創の希望と絶望のケーキ
（850 円）
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「ダンガンロンパ in ナンジャタウン 2016-17」詳細
●対人推理アトラクション「リアル絶望ゲーム ～逆襲のモノクマ～」

裏切り者は未来機関の中にいるーー希望が希望を疑う、絶望のゲーム。
参加者は「希望陣営」と「絶望陣営」に分かれ、事前に渡されるバングルに表示された「NG 行動」をしないよう、
作品さながらに参加者同士で実際に議論をし、それぞれの陣営の目的達成を目指します。ゲームの後にはもちろん
「おしおき」が待っています。参加ノベルティのステッカー（全 8 種）は勝ち負けによってデザインが変わります。
【場
所】ブラック・サロン(ナンジャタウン内) 【料
金】1 回 700 円
【営業時間】平日：13 時～20 時/土日祝及び、12/2(金)、12/26(月)～2017/1/6(金)、1/13(金)：10 時～20 時
※最終受付 19 時(混雑状況により変更となる場合があります。)
※2017 年 2 月 12 日（日）までの開催となります。

■ストーリー

＜参加ノベルティ一例＞

モノクマ：「うぷぷ…ナンジャタウンに来てくれたオマエラに
感謝のしるしとして、ゲームを用意しました！」
ナンジャタウンのとある部屋。
あなたは未来機関の仲間と一緒に監禁された。
あなたたちが助かる方法はただ一つ。
時間内に部屋から脱出してください。
時間切れになったら、
「おしおき」を開始します…

▲モノクマから絶望ゲームの
説明があります。

【ステッカー(全 8 種)】

■ゲーム内容
「希望陣営」と「絶望陣営」に分かれ、脱出の鍵を探す騙し合い！
脱出の鍵を探すことができるのは、目覚まし薬を飲んだ覚醒者のみ。
誰に鍵の探索を託すべきか、プレイヤー同士で話し合い、
「めざせ超高校級！入会・入学キャンペーン」
多数決で決定します。
しかし、絶望陣営が覚醒者に選ばれた場合、
対人推理アトラクションの
探索をわざと失敗させることができます……
参加者にスタンプカードを
お渡しし、参加 1 回毎に
探索を 3 回成功させれば、希望陣営の勝ち。
スタンプを 1 つ押印します。
探索を 3 回失敗させれば、絶望陣営の勝ち。
スタンプを 4 つ集めると、
ただし探索が 3 回成功した後でも、
「未来機関研修生 ID カード」 ▲ナンジャタウンの
絶望陣営による大逆転のチャンスがあります。
または「希望ヶ峰学園学生証」 相川町長は“超高校級の
町長”に！
を発行します！
騙し合いの後には、「おしおき」が待っています。
※詳しくはナンジャタウン公式 HP にてお知らせします。

2017 年 1 月 13 日(金)からは参加ノベルティの
ステッカーに新しい絵柄が追加登場します。

★2017 年 1 月 13 日(金)からは
「才囚学園学生証」もお選びいただけます。

●コラボメニュー(全 16 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。
2017 年 1 月 13 日(金)からは、
＜メニュー一例＞
「ニューダンガンロンパＶ３」メニューが追加で新登場!!

「信じあうことこそが僕らの希望！」
苗木のＮＧ行動ディッププレート
価格：830 円

モノクマーズのスペシャル☆
パンケーキ
価格：950 円

超高校級のピアニスト＆
超高校級の？？？クレープ
価格：780 円
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「ダンガンロンパ in ナンジャタウン 2016-17」詳細

「もっと自分の感情を出していいと
思うよ。
」霧切と黄桜の世話焼き
ジェラート
価格：800 円

「最後にはきっとうまくいくはず
でちゅ！」キュートで頼もしい
モノミパフェ
価格：780 円

超高校級の幸運の持ち主狛枝の
ＬＵＣＫＹ☆セット
価格：880 円

「お前には、本刀より竹刀が
しっくりくんな。」九頭龍＆辺古山の
主従ブラックカレー
価格：850 円

「この学園から俺は世界を変える。
」
桜舞う卒業式の誓い餃子
価格：780 円

日向創の希望と絶望のケーキ
価格：850 円

「行くぞ !十二神将たちよ！！」封印され し
田中と十二神将たちの必殺プレート
価格：880 円

「私たちの未来は、みんなで
作るんだよ。
」77 期生みんなで
食べる希望の肉料理
価格：880 円
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流流歌特製！76 期生の
どちゃくそ美味しいクレープ
価格：780 円

「名作だよね!超名作だよね！!」
七海の愛用ゲーム機ごはん
価格：880 円

「かっこよかったですわ。
」ソニアも
認める左右田のメカバトルパフェ
価格：800 円

「評議員のおじさんから貰ってきた
から。」絶望シスターズの網膜認証
たこ焼き
価格：850 円
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「ダンガンロンパ in ナンジャタウン 2016-17」詳細
●ゲーム屋台「ちさ先生の課外授業～ドッキドキ☆After School～」

好きなキャラクターを 1 人選ぶと、それぞれの超高校級の能力に合わせた、ちさ先生の抜き打ち試験が開始。結果
に応じてもれなく「ダンガンロンパ３ –The End of 希望ヶ峰学園-」の景品がもらえる
デジタルルーレットゲームです。
【料
金】1 回 400 円
【場
所】ブラック・サロン(ナンジャタウン内)
【営業時間】平日：13 時～20 時/土日祝及び、12/2(金)、12/26(月)～2017/1/6(金)、1/13(金)：10 時～20 時
※2017 年 2 月 12 日（日）までの開催となります。
＜景品一例＞

【BIG アクリルキーホルダー
(全 7 種)】

【学生証カード(希望ヶ峰学園)
(全 22 種)】

●ガラポン屋台「モノモノガラポンＶ３」

【ID カード(未来機関)
(全 18 種)】

【ポストカード(全 29 種)】

2017 年 1 月 13 日(金)から新登場！

特製のガラポン抽選器を回し、出た玉に応じてもれなく「ニューダンガンロンパＶ３」のイベント限定景品がもら
えます。
【料
金】1 回 400 円
【場
所】ブラック・サロン(ナンジャタウン内)
【営業時間】平日：13 時～20 時 / 土日祝及び、1/13(金)：10 時～20 時
※2017 年 2 月 12 日（日）までの開催となります。
＜景品一例＞

【学生証カード(才囚学園)
(全 16 種)】

【ナップサック(全 2 種)】

【ポストカード(全 17 種)】

●イベント限定グッズ
1 会計 2,000 円お買い上げごとに、オリジナル名刺カード(全 22 種)を 1 枚プレゼントします。
＜グッズ一例＞

【缶バッジコレクション(全 22 種)】
※ランダム封入

ポストカードが
収納出来ます！

【メタルチャームコレクション
(全 22 種)】※ランダム封入

【クリアファイルセット(全 7 種)】
※Ａ４サイズ、2 枚セット

2017 年 1 月 13 日(金)からは、グッズと、購入特典に
「ニューダンガンロンパＶ３」の絵柄が追加登場します。

【ミニバッグ(全 2 種)】
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「ダンガンロンパ in ナンジャタウン 2016-17」詳細
●フォトシール機
イベント限定のフォトフレームで撮影できるフォトシール機が登場します。
【料金】1PLAY 600 円
【場所】福袋七丁目商店街 コトブキ写真館
＜フレームデザイン一例＞

●スペシャルグリーティング
イベント期間中には、ナンジャタウンに「モノクマ」「モノミ」が遊びにやってきます！
「モノクマ」「モノミ」と一緒に写真を撮ろう！
※詳しくはナンジャタウン公式ＨＰにてお知らせします。
(http://www.namco.co.jp/tp/namja/)

▲モノクマ(左)とモノミ(右)がやってくる！

●展示

参加型の展示として、発売前のシリーズ最新作となるゲームソフト「ニューダンガンロンパＶ３」の「生き残り」
を予想するコーナーが登場。ゲームに登場する 16 人のキャラクターが並ぶ展示ボードに、お客様が予想して投票
する参加型の展示コーナーとなります。※2017 年 1 月 11 日（水）までの開催となります。

「ダンガンロンパ」とは
株式会社スパイク・チュンソフトから発売されているハイスピード推理アクションゲーム。
学級裁判の中で相手の矛盾を論破し、コロシアイの犯人を暴いていく。
2016 年 7 月～9 月アニメ「ダンガンロンパ 3 -The End of 希望ヶ峰学園-」が「絶望編」「未来編」の同週Ｗ
放送されました。2017 年 1 月 12 日(木)にはシリーズ最新作となるゲームソフト
『ニューダンガンロンパ V3 み
んなのコロシアイ新学期』が PlayStation®4/PlayStation®Vita で発売予定です。

「ダンガンロンパ in ナンジャタウン 2016-17 サテライト」開催決定！
ナンジャタウンのイベントを、内容をコンパクトに池袋以外でもお楽しみいただけるイベントです。
namco 大阪日本橋店 開催期間：2016 年 12 月 17 日(土)～2017 年 1 月 22 日(日)
住所：〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中 2-1-17 コスモビル 1F
namco 博多バスターミナル店 開催期間：2017 年 2 月 18 日(土)～3 月 5 日(日)
住所：〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 2-1 博多バスターミナル 7F
※サテライト店舗では対人推理アトラクションやコラボメニューの提供など、一部内容は実施いたしません。

詳細は「ダンガンロンパ in ナンジャタウン 2016-17 サテライト」特設ＨＰにてお知らせします。
(http://www.namco.co.jp/chara_shop/danganronpa/)
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