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大好評放送中 TV アニメ「アイドルマスター SideM」と
ナンジャタウンのタイアップイベントが開催決定！

「アイドルマスター SideM in ナンジャタウン」
2017 年 11 月 23 日(木・祝)～2018 年 1 月 28 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、10 月より大好評放送中の TV アニメ『アイ
ドルマスター SideM』とのタイアップイベント「アイドル
マスター SideM in ナンジャタウン」を 2017 年 11 月 23 日
（木・祝）から 2018 年 1 月 28 日（日）まで開催します。
315 プロダクション所属の「Jupiter」
、
「DRAMATIC STARS」
、
「Beit」
、
「High×Joker」
、
「W」、
「S.E.M」のアイドルグループ
6 ユニットがそれぞれナンジャタウンの園内装飾やゲーム
屋台、イベントラリーとコラボレーションします。
また、描き下ろしイラストのコラボ衣装に身を包んだねこ
耳ちびキャラの景品がもらえるゲーム屋台やオリジナル
グッズが登場。
さらに園内では、TV アニメ『アイドルマスター SideM』の
台本などの展示や、「DRAMATIC STARS」の録り下ろしボイ
スがお楽しみいただけます。
▲描き下ろしの「DRAMATIC STARS」がプロデューサー
の皆さまをお出迎え！

【イベント概要】 ※詳細は 2 枚目以降

◆コラボメニューが登場！
19 人のアイドルたちをモチーフにしたコラボデザート＆フードを販売します。

◆ゲーム屋台「ならべて Smile たこ焼きビンゴ」「ゴールを決めろ！VICTORY シュート」
「Beit」と「W」のゲーム屋台が登場。

◆謎解きラリー「Let's Ben!Kyo!Rally」
「S.E.M」から出題された問題に、挑戦！ナンジャタウンを巡って謎を解き、答えを導きだそう。

◆オリジナルグッズ販売
描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが勢ぞろいします。

◆フォトシール機
◆シーズナル企画
「Jupiter」のクリスマスと「High×Joker」のお正月では、プレミアムメニューや園内装飾などが登場。

◆開催記念！イベント連動スタンプラリー
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◆コラボデザート＆フード(全 21 種)
メニュー１品ご購入ごとに、モチーフとなったアイドルのオリジナルブロマイドを１枚プレゼントします。
11 月 23 日(木・祝)～12 月 25 日(月)の「Jupiter」のクリスマス期間、1 月 1 日(月・祝)10 時～1 月 28 日(日)
の「High×Joker」のお正月期間には、プレミアムメニューが登場します。(詳細は、3 ページ目をご覧ください。)
＜メニュー

『Ice or Gyoza!?
翔太のいたずらロシアン餃子☆』

オ

ペ

『至高の舞台！
薫のエッグベネディクト＆サラダ
プレート』

『ピエールのカエールアイスパフェ☆』

『元気いっぱい☆
悠介のサッカーオムライス』

一覧＞

『決め手はスパイス！
『ファンを愛する北斗のエンジェルムース』
冬馬のナンジャタウン限定カレー』

『熱血弁護士ヒーロー☆輝の輝く
熱血マーボー丼』

『メガかわいい☆
四季お気に入り、くまっちプレート』

『翼のリフトオフ☆Sky プレート』

『ミステリアスでクールな
夏来のケーキプレート』

『類の Exciting☆けん玉ジェラート』 『次郎の不思議なサイエンス焼きそば』
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◆ゲーム屋台「ならべて Smile たこ焼きビンゴ」
大きなたこ焼き器にたこ焼きボールを投げ入れて、ビンゴを目指そう。ビンゴの結果に応じて、オリジナル景
品がもらえます。
【料

金】1 回

400 円

【営業時間】平日：13 時～20 時/土日祝、および 11 月 24 日(金)、12 月 25 日(月)～2018 年 1 月 5 日(金)：10 時～20 時

【景品

一例】

↑ドアプレート(全 19 種)

↑巾着ポーチ (全 19 種)

↑ダイカットポストカード(全 19 種類)
※ランダム

◆ゲーム屋台「ゴールを決めろ！VICTORY シュート！」
ミニサイズのサッカーボールをゴールにめがけてシュート！ゴールに入ると抽選がスタートし結果に応じて
オリジナル景品がもらえます。
【料

金】1 回

400 円

【営業時間】平日：13 時～20 時/土日祝、および 11 月 24 日(金)、12 月 25 日(月)～2018 年 1 月 5 日(金)：10 時～20 時

【景品

一例】

↑POP スタンド(全 19 種)

↑ミニトート(全 6 種)

↑メッセージカード(全 19 種)※ランダム

◆オリジナルグッズ
描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが登場します。
さらに、
アイドルマスターSideM 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スナップショットカードをプレゼント。(絵柄は選べま
す)
【オリジナルグッズ

一例】

↑A5 クリアファイルセット (全 6 種)

↑ショルダートートバック(全 6 種)

↑ソフトクリアストラップ
(全 19 種)

さらに購入した「Let’s Ben! Kyo! キット」で、謎解きラリーを楽しむ
ことができます。
ナンジャタウンを巡って謎を解き、答えを導きだそう！
全問正解して結果をゴール受付で報告すると、ご褒美のノベルティを
進呈いたします。
↑Let’s Ben! Kyo! キット
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◆フォトシール機

【料金】1PLAY 700 円
イベントの記念にイベント限定のオリジナルフォトフレームで撮影しよう！
【フォトフレーム 一例】

◆「Jupiter」のクリスマスと「High×Joker」のお正月を期間限定で開催！
11 月 23 日(木・祝)～12 月 25 日(月)は「Jupiter」のクリスマス、1 月 1 日(月・祝)～1 月 28 日(日) には、
「High×Joker」のお正月を開催します。

「Jupiter」のクリスマス【11 月 23 日(木・祝)～12 月 25 日(月)】
◆限定プレミアムメニュー
クリスマス限定プレミアムメニューを１品ご購入ごとに、オリジナルクリスマスカード(全 3 種)をランダムで１
枚プレゼント！

仮画像

↑クリスマスカード(全 3 種)
の内からランダムで１枚お渡
しします。
←『Merry Christmas☆最強ユニット Jupiter のクリスマスプレート』

◆「Jupiter」モチーフのクリスマスツリーが登場！
「Jupiter」のモチーフやカラーを使用したクリスマスツリーが園内に登場します。

◆限定フォトフレーム
クリスマスデザインのフレームが登場します。

「High×Joker 」のお正月【1 月 1 日(月・祝) 10：00～1 月 28 日(日)】
◆限定プレミアムメニュー
お正月限定プレミアムメニューを１品ご購入ごとに、オリジナル年賀状(全 5 種)をランダムで 1 枚プレゼント。

↑『HAPPY NEW YEAR！！
ピカピカ青春ユニット High×Joker のミニおせち』

↑年賀状(全 5 種)

◆絵馬やおみくじなどお正月気分を楽しめる装飾が登場！
期間中、ゲーム屋台ご利用の方に先着で「絵馬カード」をお渡しします。自由に願い事を書いて、絵馬かけ
に吊るせます。

◆限定フォトフレーム
お正月デザインのフレームが登場します。
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◆「アイドルマスターSideM in ナンジャタウン」開催記念！イベント連動スタン
プラリー【11 月 23 日(木・祝)～2018 年 1 月 28 日(日)】
「アイドルマスター SideM in ナンジャタウン」の開催を記念して、
「アイドル
マスター SideM 315!STATION AKIHABARA」との連動スタンプラリーを開催し
ます。
両施設のスタンプを集めると、オリジナルデザインポストカード(全 2 種)を
1 枚プレゼントします。
さらに抽選でキャストのサイン入りグッズなど豪華景品が当たる W チャンス
も！
※オリジナルデザインポストカードは期間によって配布する絵柄が異なります。
※オリジナルデザインポストカードは数量限定のため、無くなり次第、配布終了となりま
す。

「アイドルマスター SideM 315!STATION AKIHABARA」とは
2018 年 1 月 28 日 (日)までの期間限定で、エンターテインメント施設
「アニ ON STATION AKIHABARA 本店」内に誕生した『アイドルマスター
SideM』の情報発信基地です。
『アイドルマスター SideM』の楽曲やライブ映像を楽しみながらコラボメ
ニューを味わえたり、声優キャスト出演のイベント「315! de アイマ SHOW!」
が開催されています。

↑11 月 23 日(木・祝)
～12 月 31 日(日)限定絵柄

↑2018 年 1 月 1 日(月・祝)
～1 月 28 日(日)限定絵柄

TV アニメ「アイドルマスター SideM」とは
できたばかりの小さな芸能事務所「315 プロダクション」。
そこにスカウトされて集まってきた男性アイドルたち。
元弁護士、元外科医、元パイロット──様々な前職を持ち、それぞれの想いを胸にアイドルに転身した彼ら
ワ

ケ

が、トップアイドルを目指し、夢に向かって紡ぐ新たな物語。理由あって、アイドル！
2017 年 10 月より TOKYO MX 他にて大好評放送中！
【公式サイト URL】
：http://imas-sidem.com/

大阪エリアで展開予定のアイドルマスターオフィシャルショップ内「アイドルマスター SideM ピックアッ
プコーナー」にてゲーム屋台の「ならべて smile たこ焼きビンゴ」「ゴールを決めろ！VICTORY シュート！」
の他、ナンジャタウンで販売するアイドルマスター SideM のオリジナル物販を販売いたします。
取扱い開始日などの詳細は、追ってアイドルマスターオフィシャルショップ公式サイト
（ http://www.namco.co.jp/chara_shop/idolmaster/ ）にてご案内いたします。
＊開催エリア/内容は変更になる場合がございます。
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