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総勢 12 人のアイドルたちがセーラースタイルのにゃんこポーズで登場！
人気ゲームアプリ「アイドリッシュセブン」の 2 周年を祝うスペシャルイベント

「アイドリッシュセブン in ナンジャタウン～2nd Anniversary Festival～」
2017 年 7 月 14 日（金）～9 月 3 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、150 万ダウンロードを突破した人
気ゲームアプリ『アイドリッシュセブン』のリリース 2 周年を記念したイベント「アイドリッシュセブン in ナン
ジャタウン～2nd Anniversary Festival～」を開催します。
『アイドリッシュセブン』のアイドルたちが、夏らしいセーラースタイルでにゃんこポーズをしたねこ耳ちびキャ
ラとなり、イベント限定グッズや景品として登場するほか、アイドルたちをイメージしたコラボデザート＆フード
や、作品の世界観で楽しめる 2 つのゲーム屋台、フォトシール機などが登場し、ファンにはたまらないスペシャル
イベントです。
王様プリンをモチーフにした
カレーライスなど、コラボデザート
＆フードが登場♪

▲環お気に入り☆王様プリンカレー
(880 円)
▲イベント限定描き下ろしイラストは、セーラースタイルのにゃんこポーズ♪

【イベント概要】 ※詳細は 2 枚目以降

◆コラボデザート＆フード
アイドルたちをモチーフにしたデザート＆フード(全 17 種)が登場します。

◆ゲーム屋台「目指せ!! 懐石弁当ルーレット！」、「誰が描いたナジャヴでしょう？」
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 2 種登場します。

◆イベント限定グッズ
描き下ろしねこ耳ちびキャラのイベント限定グッズなどが勢ぞろいします。

◆フォトシール機
イベント限定フォトフレームで記念撮影ができるフォトシール機が登場します。
7 月 14 日(金)～17 日(月・祝)は混雑が予想されるため、
「イベント参加券付き入園券」を販売します。
上記 4 日間は「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 7 月 8 日(土)12 時より販売開始予定です。
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。
©アイドリッシュセブン ©2017 NAMCO All rights reserved.
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◆コラボデザート＆フード(全 17 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。
＜メニュー

一織もお気に入り？
ファンシージェラート
価格：800 円

環お気に入り☆王様プリンカレー
価格：880 円

陸の笑顔溢れる☆
ミートソースパスタ
価格：830 円

龍之介おすすめ☆
トロピカルフルーツポンチ
価格：1,050 円

一例＞

替え玉 3 杯が起こした奇跡、
大和のラーメン風チャーハン
価格：900 円

壮五のムースケーキ
～ピリ辛クッキー付き～
価格：890 円

楽も認める！
そば粉パンケーキ
価格：950 円

百も絶賛！！
ピーチ＆アップルパフェ
価格：880 円

三月の愛情たっぷり
ハートのおにぎり
価格：680 円

ナギの全力！
ここな応援クレープ
価格：780 円

天のパーフェクトな
パストラミビーフ丼
価格：1,200 円

千オリジナルの
野菜たっぷり BBQ 串
価格：1,350 円
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◆ゲーム屋台が登場（全 2 種）
描き下ろしねこ耳ちびキャラデザインのイベント限定景品がもれなくもらえます。
また 8 月 4 日(金)からは各ゲーム屋台の一部景品に新柄が登場予定です。
【料
金】1 回 400 円
【営業時間】土日祝、及び 7/14(金)、7/21(金)～8/31(木)：10 時～20 時 / 平日：13 時～20 時

① ゲーム屋台「目指せ!! 懐石弁当ルーレット！」
昨年夏のイベント開催時に登場して大好評だったゲーム屋台がリニューアルして再登場します。メンバーのお弁当
を決めるのはマネージャーであるアナタ！デジタルルーレットの結果に応じてイベント限定景品がもらえます。
＜景品 一例＞

【シュシュ(全 12 種)】 【キャラ POP スタンド (全 12 種)】

【星型缶バッジ (全 12 種)】

【クリアブックマーカー(全 12 種)】
※ランダム

② ゲーム屋台「誰が描いたナジャヴでしょう？」
ナンジャタウンのシンボルキャラクター「ナジャヴ」のイラストを『アイドリッシュセブン』のアイドルたち 12
人が描いてくれました。画面に次々表示される味のある「ナジャヴ」は、誰が描いた「ナジャヴ」でしょうか？
制限時間内で回答し、結果に応じてイベント限定景品がもらえます。
＜景品 一例＞
作：八乙女楽

作：九条天

作：？？

【アクリルキーホルダー
(全 12 種)】

【缶ストラップ(全 12 種)】

【ダイカットイラストシート(全 12 種)】
※ランダム

これは、
誰が描いた
ナジャヴ？
▲ナジャヴ

◆イベント限定グッズ
アイドリッシュセブン関連商品を、１会計につき 2,000 円お買い上げごとにオリジナル名刺サイズカード(全 12 種)
を１枚プレゼントします。(絵柄は選べます)
＜グッズ 一例＞

【アクリルスタンド(全 12 種)】

【ハート缶バッジコレクション
(全 12 種)】※ランダム封入

【2 周年アニバーサリーセット(全 12 種)】
アクリルキーホルダー、ステッカーのセット
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【フードタオル(全 1 種)】

添付資料(3/3)

【A4 クリアファイル(全 12 種)】

◆フォトシール機
イベント限定のフォトフレームでフォトシールが作れます。イベントの記念に撮影しよう！
【料金】1PLAY 700 円
＜フレームデザイン 一例＞

【フレームデザイン(全 18 種)】

「アイドリッシュセブン」とは
株式会社バンダイナムコオンラインが運営する 150 万ダウンロードを超えたスマートフォン向けゲームアプリ。
アプリ利用者が個性豊かな男性アイドルたちのマネージャーとして、アイドルを育成、アイドル界の頂点を目指
す本格リズムゲーム。2015 年 8 月 20 日のリリースより今年の 8 月で 2 周年を迎える。

「アイドリッシュセブン in ナンジャタウン～2nd Anniversary Festival～ 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 札幌エスタ 開催期間：2017 年 7 月 29 日(土)～8 月 20 日(日)
住所：〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5 条西 2-1-1 札幌エスタ 9F
namco 梅田店 開催期間：2017 年 7 月 29 日(土)～9 月 3 日(日)
住所：〒530-0018 大阪府大阪市北区小松原 3-3 OS ビル 3F
namco 博多バスターミナル店 開催期間：2017 年 7 月 29 日(土)～10 月 29 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
namco 名古屋駅前店 開催期間：2017 年 9 月 16 日(土)～11 月 5 日(日)
住所：〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町 6-6 ビックカメラ名古屋駅西店 6F
namco 軽井沢プリンスショッピングプラザ 開催期間：2017 年 11 月 11 日(土)～12 月 17 日(日)
住所：〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢・プリンスショッピングプラザ ボウリング棟 1F
※サテライト店舗ではコラボメニューの提供など、一部内容は実施いたしません。

詳細は「アイドリッシュセブン in ナンジャタウン～2nd Anniversary Festival～ サテライト」特設 HP にてお知らせします。
(http://www.namco.co.jp/chara_shop/idolish7_nts/NEWS/all/20170704.html)
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