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『劇場版 TIGER & BUNNY-The Rising-』の世界観が満載！
“ちびキャラ”となった 9 人のヒーロー達のオリジナルグッズや景品などが登場！

「JUSTICE FESTIVAL in ナンジャタウン」
2017 年 9 月 8 日（金）～11 月 5 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、
『劇場版 TIGER & BUNNY –The Rising-』
の世界観を体験できるフェスティバルイベント「JUSTICE FESTIVAL in ナンジャタウン」を 2017 年 9 月 8 日(金)
から 11 月 5 日(日)に開催します。
このイベントでは、同社が運営する次世代キャラクターカフェ『アニ ON STATION』で 2017 年 7 月 28 日(金)か
ら開催中のイベント「HERO’S BEER GARDEN(ヒーローズ ビアガーデン)in アニ ON STATION」と連動し、劇中舞台
の街“シュテルンビルト”の市民になりきる体験ができます。
期間中は、オリジナルグッズや景品など、9 人のヒーロー達がイベント描き下ろしの“ちびキャラ”として登場。
作品をモチーフにしたコラボデザート＆フードやミニアトラクションなども楽しめます。また、10 月 7 日(土)から
11 月 5 日(日)の間、スーパーヒーローの 1 人「バーナビー・ブルックス Jｒ.」の誕生日を祝うイベント「BARNABY
BIRTHDAY PARTY in ナンジャタウン」も開催。記念オリジナルグッズや景品、コラボデザートをご用意し、誕生日
となる 10 月 31 日(火)には、
「バーナビー・ブルックス Jr．」がヒーロースーツで登場する「バースデーヒーロー握
手会(抽選参加)」を予定しています。
※新しいイベント情報は、ナンジャタウン公式サイト(http://www.namco.co.jp/tp/namja/)にてお知らせします。
ヒーロー達をモチーフにした個性豊かなコラボメニューは、懐かしい復刻メニュー(4 種)や
新提案デザート＆フード(19 種)全 23 種をラインナップ★

▲ジャスティスフェスティバルメニュー
女神伝説シェイク（850 円）

▲描き下ろし“ちびキャラ”ヒーローは 9 体！

▲ジャスティスフェスティバルメニュー
特製カニクリームコロッケプレート（980 円）

※イベント期間中に限定メニューが登場予定です。

＜イベント概要＞ ※詳細は 2 枚目以降
●オリジナルデザート＆フードメニュー(全 23 種)
作品をモチーフにしたデザート＆フードが登場。10 月に誕生日を迎える「バーナビー・ブルックス Jｒ.」のバースデーメニューを期間限定販
売します。

●ミニアトラクション 2 種では、描き下ろし“ちびキャラ”ヒーローなどの景品がもれなく当たる！
もれなく景品が当たるミニアトラクションが 2 種登場します。

●3D アトラクション「TIGER & BUNNY スペシャルルーム」
3D とモーションセンサーを駆使した体感型アトラクションです。

●イベント限定フォトシール機
●イベント限定オリジナルグッズ
●バースデーヒーロー握手会(抽選参加)
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※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。 ※画像はイメージです。
※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。※価格は全て税込みです。
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●オリジナルデザート＆フードメニュー(全 23 種)
「劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-」に登場するヒーロー達をモチーフにしたデザート＆フードが 23 種登場。
1 品お買い上げ毎にオリジナルブロマイドを 1 枚プレゼントします。
＜メニュー
劇中に登場する“ぐったりタイガー”
イメージの人気復刻メニューが再登場！

一例＞

バーナビーをイメージしたアイス＆ゼリー。
屋台の風船付きで、お祭り気分の一品です！

ぐったりタイガー
チャーハン餃子
価格：750 円
店舗：羽根付き餃子の共演

バーナビーの「ワインはロゼを
選ぶ」アイス＆ゼリー
価格：800 円
店舗：ご当地アイスパーラー

フェスティバルグッズのカニのスプーンで
デミグラスソースと一緒にお召し上がりください！

「ドッドーン！」ライアンの重力オムラ
イスボール

価格：980 円
店舗：北海十勝餃子

青いソフトクリームに、バラ型のチョコ
レートを飾り、かわいいミニわたあめを添え
ました！

甘辛い牛肉に卵黄ソースをかけてマイルドに
仕上げた、和風トルティーヤをご賞味くださ
い。

甘酸っぱいアップルケーキと、ヨーグルト
ムースは、食後のデザートにぴったりです。

カリーナのフェスティバル
ソフトクリーム
価格：750 円
店舗：サンタチューボー！

アントニオの牛肉巻き
トルティーヤ
価格：890 円
店舗：日本三大中華街の共演

キースのアップルケーキ＆
ヨーグルトムース
価格：890 円
店舗：パティスリーキュート

中華バンズに、豚の角煮と炒りたまごを挟み、
オニオンリングを添えて、ホァンもおすすめ
の一品です。

しそごはんと、卵焼きを巻いた手裏剣巻き寿
司に、イワンも大満足な様子です。

イチゴシャーベットには、一味唐辛子をかけ
たファイヤーな味わいで癖になる一品です。

監修中

ホァンおすすめ！豚角煮＆炒り
たまご中華バンズ
価格：980 円
店舗：レンガえんとつ

「シュッシュ！」イワンの手裏剣
巻き寿司でござる
価格：980 円
店舗：包王

◇ジャスティスフェスティバル メニュー

ネイサンのファイヤーアイス
パフェ
価格：800 円
店舗：ご当地アイスパーラー

◇期間限定バースデーメニュー

お友達や仲間とシェアできるフェスティバルメニューも登場！

10/ 7 ( 土 ) ～ 1 1 / 5 ( 日 )
期間限定販売
「Happy Birthday!」
バーナビー誕生祭
限定プレート

ジャスティスフェスティバル

ジャスティスフェスティバル

価格：1,300 円
店舗：パティスリーキュート

特製カニクリーム
女神伝説シェイク
コロッケプレート
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価格：980 円
価格：850 円
店舗：
宇都宮と浜松の共演
店舗：サンタチューボー！
※商品、特典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。
※画像はイメージです。
※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。※価格は全て税込みです。
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●ミニアトラクション 2 種では、描き下ろし“ちびキャラ”ヒーローなどの景品がもれなく当たる！
【料金】1 回

500 円

◇ワイルドにかけるぜ！「スクープ・ザ・テレフォンコール」
ベルが鳴ったら電話を取ろう。すると受話器からは虎徹やバーナビーの声が！事件発生か！？はたまた、単なる間
違い電話か！？『TIGER & BUNNY』の世界感たっぷりのあの電話を、透明スクリーンで再現。ここでしか聞けない
録り下ろしボイスが聞ける上、イベント描き下ろしのちびキャラグッズや、劇中における 7 大企業のノベルティを
イメージした景品がもらえる抽選型のミニアトラクションです。
＜景品デザイン 一例＞

【ミニタペストリー(全 2 種)】

【ミニアクリルスタンド
（“ちびキャラ”全 9 種)】

※一部景品はランダム配布となります。

【ミニキーチェーン(全 9 種)】

【デザインステッカー（“2 分割”全 9 種)】

◇巻き込まれ注意！「BAD LUCK QUEST」
劇中に登場する事件に巻き込まれやすい不運な少女の日常を体験できるクエスト型の園内回遊ラリーアトラクショ
ン。不運にも事件に巻き込まれてしまったあなたには、補償として７大企業提供の記念品(オリジナル景品)を進呈！
＜景品デザイン 一例＞

【キャンバスバック(全 2 種)】

※一部景品はランダム配布となります。

【ミニアクリルスタンド（
“ヒーロー” 全 9 種)】

【クリアブックマーカー(全 8 種)】

●3D アトラクション「TIGER & BUNNY スペシャルルーム」
大人気のあの期間限定アトラクションが再登場！！
ワイルドタイガーと一緒に事件を解決！3D とモーションセンサーを駆使した体感型アトラクションです。
【料金】入園セット券：大人 1,700 円・子供 1,500 円(e プラスでの予約制)
※入園セット券：ナンジャタウン入園料（大人 500 円/子供 300 円）+TIGER & BUNNY スペシャルルームアトラクション利用料（1,200 円）

●イベント限定フォトシール機
ジャスティスフェスティバルオリジナルフレームでヒーロー達と記念写真を撮ろう！
【料金】1 回

700 円
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※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。 ※画像はイメージです。
※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。※価格は全て税込みです。
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●イベント限定オリジナルグッズ
お忍びでフェスティバルに遊びに来たヒーローをテーマにした、描き下ろしイラストを使用したイベント限定グッ
ズが多数登場します。
＜グッズ 一例＞

※アクリルチャームコレクションつながる
チャームとの組み合わせで連結します。

【アクリルチャームコレクション
(“つながるチャーム”全 9 種)】
※ランダム封入

【アクリルチャームコレクション
(“エンドチャーム”全 10 種)】
※ランダム封入

【スマートフォン用手帳型カバー（全 2 種)】

【コットン缶バッジ(全 9 種)】

【メモ帳(全 1 種)】

●ヒーロー握手会（抽選参加）
ナンジャタウンで「ワイルドタイガー」、
「バーナビー・ブルックス Jr.」と握手！抽選で合計 400 名様を握手会に
ご招待！
【開 催 日】10 月 6 日(金) 「ワイルドタイガー」
10 月 31 日(火) 「バーナビー・ブルックス Jr.」(バースデー)
【時
間】15：30/17：00/18：30/20：00(各回 50 名、約 30 分)
【応募方法】①イベント期間中、ミニアトラクション 3 回券(500 円×3 回＝1,500 円)をご購入いただいた方に応募
券を配布します。
②ナンジャタウン公式 HP 内、特設 WEB サイトより応募いただきます。
※特設 WEB サイト：
（http://event.namco.co.jp/namja/tb2017/）

③当選者には、メール配信をもって当選通知をします。
【募集期間】「ワイルドタイガー」
9 月 8 日(金)～ 9 月 24 日(日)
「バーナビー・ブルックス Jr.」 9 月 25 日(月)～10 月 19 日(木)
※ナンジャタウンの入園料が別途かかります。
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※商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。 ※画像はイメージです。
※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。※価格は全て税込みです。

