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ＭＡＮＫＡＩカンパニーが池袋で出張イベントを開催！
ゲームアプリ『Ａ３!』初の大型タイアップイベント
「Ａ３! in ナンジャタウン」
2017 年 9 月 22 日（金）～11 月 19 日（日）
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、400 万ダウンロードを突破して
大人気のイケメン役者育成ゲームアプリ『A3!』とのコラボイベント「A3! in ナンジャタウン」を 2017 年 9 月
22 日（金）から 11 月 19 日（日）まで開催します。
作中の劇団となる MANKAI カンパニーが、期間限定のファンイベントをナンジャタウンで開催することに！劇
団員たちをモチーフにしたコラボデザート＆フードや、本イベント限定となる、ねこ耳ちびキャラと各組リーダ
ーの等身描き下ろしイラストを使用した景品がもらえるゲーム屋台やイベントラリー、イベント限定グッズが登
場。さらに園内 3 か所のスポットでは 3 キャラクターによる録り下ろしのキャラクターボイスが聞けるなど、
『A3!』の世界に入り込み、キャラクターを隣に感じながら MANKAI カンパニーを応援して楽しめるイベントです。

▲イベント限定描き下ろしイラストとして、ねこ耳ちびキャラの MANKAI カンパニーの劇団員たちが勢ぞろい！

【イベント概要】 ※詳細は 2 枚目以降
◆コラボデザート＆フード
劇団員たちや公演をモチーフにしたデザート＆フードが登場します。

◆カーニバルゲーム「MANKAI☆ルーレット！」
ハズレなしでイベント限定景品がもらえるゲーム屋台が登場します。

◆イベントラリー「ナンジャタウンへ繰り出せ！出稼ぎラリー」
園内を巡るイベントラリーです。

◆イベント限定グッズ
イベント限定の描き下ろしイラストを使ったグッズなどが勢ぞろいします。

◆フォトシール機
◆録り下ろしキャラクターボイスが聞けるスポット
9 月 22 日(金)～24 日(日)は混雑が予想されるため、事前販売となる「イベント参加券付き入園券」をお持ちの方のみ
イベントにご参加いただけます。
「イベント参加券付き入園券」は 9 月 1 日(金)12 時よりプレオーダー開始予定です。
詳細はナンジャタウン公式 HP(http://www.namco.co.jp/tp/namja/)にてお知らせします。
. ©Liber Entertainment Inc. 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。※価格は全て税込です。
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◆コラボデザート＆フード(全 24 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 枚プレゼントします。
劇団員たちをモチーフにしたメニュー20 種に加え、10 月 20 日（金）からは旗揚げ公演をモチーフにしたスペシャ
ルメニュー4 種が追加登場！
＜メニュー 一例＞

「オレたちを、咲かせてください！」
咲也の桜咲くナポリタン
価格：850 円

「はぁ……好き。」監督に捧ぐ
真澄の恋心たっぷりカレー
価格：1,000 円

「お待たせ、出来ました！」
綴のお手製あんかけチャーハン
価格：980 円

天馬お気に入り、ヒマワリ満開チーズハ
ンバーグプレート
価格：1,000 円

幸の可愛いクマさんオムライス

「少女漫画の王子様みたいになりたいん
です…！」椋の王子様への憧れケーキ
価格：870 円

万里のルービックキューブ風
カリフォルニアロール
価格：1,350 円

十座イチオシ！
お取り寄せ甘味セット
価格：890 円

価格：950 円

心優しい紬の花咲く親子丼

丞のサッカー部勧誘クレープ

価格：880 円

価格：830 円

太一オススメ、ナンジャタウン限定
餃子ドック
価格：870 円

誰にもあげない…
密のマシュマロ盛り盛りアイスパフェ
価格：800 円
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◆カーニバルゲーム「MANKAI☆ルーレット！」
【料
金】1 回 400 円
【営業時間】 9/22～29 及び土日祝日 10：00～20：00、平日 13：00～20：00
ルーレットの結果に応じてオリジナル景品がもれなくもらえます。
＜景品 一例＞

【Ａ賞：アクリルスタンド(全 20 種)
または
ドミテリアキーホルダー（全 4 種）】

【B 賞：POP スタンド
（全 20 種）】【Ｃ賞：ペーパーバッジ（全 24 種）
】【Ｄ賞：ポストカード (全 24 種)】
※ランダム

◆イベントラリー「ナンジャタウンへ繰り出せ！出稼ぎラリー」
【料
金】1 回 500 円
【営業時間】9/22～29 及び土日祝日 10：00～20：00、平日 13：00～20：00

※スタート受付は 19：30 まで

園内を巡るイベントラリーです。参加用紙の指示に従い「応援ミッション」をクリアして、報酬をゲットしよう！
＜景品 一例＞

【Ａ賞：ミニトート(全 4 種)】

【Ｂ賞：ねこ型マグバッジ(全 24 種)】

【Ｃ賞：ダイカットステッカー (全 24 種)】
※ランダム

◆イベント限定グッズ
イベント限定グッズを中心に『A3!』のグッズコーナーが登場します。
10 月 20 日(金)からは新商品が追加登場！
＜グッズ 一例＞

【アクリルキーホルダー (全 20 種)】

【ダイカットタオルハンカチ（全 20 種）】

【ねこ耳ポーチ（全４種）
】

©Liber Entertainment Inc. 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。※価格は全て税込です。

添付資料(3/4)

「A3! in ナンジャタウン」詳細

◆フォトシール機
イベント限定のフォトフレームで好きな劇団員とツーショットのシール写真が作れます。
イベントの記念に撮影しよう！
【料金】1PLAY 600 円
＜フレームデザイン 一例＞

【フレームデザイン(全 24 種)】

◆録り下ろしキャラクターボイスが聞けるスポットが登場！
園内に、録り下ろしキャラクターボイスが聞ける３つのスポットが登場します。
■幸の辛口ファッションチェック（ドッキンガム広場 仕立て屋さん）：あなたのファッションセンスの評価は？
■密のお昼寝（ドッキンガム広場）：密の寝言が聞ける･･･！？
■スーパーさんかくクン（ナンジャコア）：「スーパーさんかくクン」パネルと一緒に写真も撮れます。

▲「スーパーさんかくクン」パネルのイメージ

『A3!』とは
大人気の恋愛リズムアドベンチャー『アイ★チュウ』でお馴染のリベル・エンタテインメントが贈る大好評配信
中のイケメン役者育成ゲーム(iOS 版/Android 版）！
・総勢 20 名のイケメン劇団員が登場！
・豪華フルボイスのメインストーリー！
・書き下ろしヴォーカル楽曲多数！
春組、夏組、秋組、冬組に所属するまだ“つぼみ”状態のイケメン役者たちを小劇場の舞台上で満開に咲かせる
ゲーム！
――ストーリー
「カントク！オレたちを…咲かせてください！」
東京の郊外の街、天鵞絨（ビロード）町。この町には『ビロードウェイ』と呼ばれる通りがあり、多くの劇団が
拠点にする劇団員の聖地となっている。突然届いた一通の手紙を頼りにこの地に降り立ったあなた。元舞台役者
のあなたが出会ったのは―…【・借金まみれ！・お客ゼロ！・劇団員たった 1 名！】かつての栄光を失った潰
れかけのボロ劇団！ひょんなことからその劇団を立て直す事になったあなたは、劇団の主宰兼『総監督』を任さ
れることになって―…？
【公式サイト URL】
：https://www.a3-liber.jp
【公式Ｔｗｉｔｔｅｒ】
：https://twitter.com/mankai_company
【権利表記】：©Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.
【iOS URL】
https://itunes.apple.com/jp/app/a3!/id1160565264?l=ja&ls=1&mt=8
【Android URL】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.mankai
©Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved
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「A3! in ナンジャタウン サテライト」開催決定！
ナンジャタウンのイベントの楽しさをギュッとコンパクトにして、池袋以外でもお楽しみいただけます。
namco 大阪日本橋店 開催期間：2017 年 9 月 28 日(木)～11 月 26 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
天神ビブレ店 開催期間：2017 年 10 月 7 日(土)～11 月 12 日(日)
住所：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 1-11-1 天神ビブレ B2F
E BeanS 店 開催期間：2017 年 10 月 6 日(金)～11 月 5 日(日)
住所：〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 4-1-1 E BeanS
namco イオンモール大高店 開催期間：2017 年 11 月 11 日(土)～2018 年 1 月 21 日(日)
住所：〒459-8001 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目 450 番地 イオンモール大高 3F
町田ジョルナ店 開催期間：2017 年 12 月 9 日(土)～2018 年 2 月 4 日(日)
住所：〒194-0013 東京都町田市原町田 6-6-14 町田ジョルナ B1F
イオンモール幕張新都心店 開催期間：2017 年 12 月 8 日(金)～2018 年 2 月 12 日(月・祝)
住所：〒261-0024 千葉県千葉市美浜区豊砂 1-1 イオンモール幕張新都心 グランドモール 3F
※サテライト店舗ではコラボメニューの提供や「ナンジャタウンへ繰り出せ！出稼ぎラリー」など、一部内容は実施いたしません。

詳細は「A3! in ナンジャタウン サテライト」特設 HP にてお知らせします。

http://www.namco.co.jp/chara_shop/a3/
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