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報道関係各位 2017 年 10 月 24 日 

リア充撲滅！６つ子のニートたちが壮大なナムコ乗っ取り計画を開始！! 

大人気 TVアニメ「おそ松さん」との過去最大規模の多面的コラボイベント 

おそ松さん×ナムコ キャンペーン開催決定！ 
2017年 11月 10日（金）～2018年 5月中旬、ナンジャタウンや全国のナムコのアミューズメント施設で 

  

株式会社ナムコ（本社：東京都港区／社長：萩原 仁）は、“リア充撲滅！6 つ子のニートたちがナムコを乗っ取った”をコンセ

プトに、大人気 TV アニメ「おそ松さん」との様々なコラボレーションキャンペーンを、テーマパーク「ナンジャタ

ウン」(東京・池袋)、全国のアミューズメント施設、次世代キャラクターカフェ「アニ ON STATION」（全国 5 店舗）、

謎とき体験ポータルスタジオ「なぞとも Cafe」(全国 7 店舗)他で 11 月 10 日（金）から順次開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

今回のキャンペーンは、ナムコが実施するキャラクターコラボイベントとしては過去最大規模となり、ナンジャ

タウンでは既存アトラクションや園内放送が録り下ろしのキャラクターボイスを使った「おそ松さん」仕様になる

ほか、コラボフード＆デザートやオリジナルグッズの販売など、園内の様々な場所で６つ子たちの「大作戦」をお

楽しみいただけます。また、全国約 120 店舗のナムコのアミューズメント施設に限定の景品が登場します。 
 

ナムコでは、自社が運営する複数のエンターテインメント業態と有力作品が同時期に多重のコラボレーションを

行い、ファンの皆様に作品世界観をより多面的にお楽しみいただく独自の“マルチフェイスコラボモデル”と位置

付けて本企画を実施していきます。各実施内容の詳細は公式サイトでご案内します。 
 

詳細は添付資料と「おそ松さん×ナムコ」ポータルサイト、各施設、店舗の公式 Twitter をご覧ください。 

◆ナンジャタウン「おそ松タウン」 

～トト子ちゃんとデート権強奪大作戦！？～ 

 

 

 

※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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6 つ子の爆弾おにぎり 

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


おそ松さん×ナムコ キャンペーン開催決定！  添付資料(1/4) 

◆ナンジャタウン「おそ松タウン～トト子ちゃんとデート権強奪大作戦！？～」 
トト子ちゃんがデートをするという情報を仕入れた６つ子たち

が、デートを失敗させるため、ついでに世のリア充共を撲滅す

るためにナンジャタウンを乗っ取った…！？ 

本イベントでは、園内に「おそ松さん」の世界観をイメージし

た環境演出を施し、様々な場所で録り下ろしボイスのショート

ストーリーがお楽しみいただけます。また、既存の 6 つのアト

ラクションが「おそ松さん」仕様になり、オリジナルの映像や

キャラクターボイスで体験いただけます。さらに 6 つ子たちが

登場する描きおろしイラストを使ったコラボフードやオリジナ

ルグッズ、景品が登場するなど、五感で「おそ松さん」の世界

観が楽しめるイベントです。 

 

◆大ボリュームのオリジナルボイス演出 
園内放送が６つ子に乗っ取られた！？ 

園内の様々な場所で１時間毎に録り下ろしのキャラクターボイスが流れ、オリジナルのショートストーリーが楽しめます。クリ

スマスや年末年始には新たなボイスに切り替わるなど、園内の各所でキャラクターの存在を感じる演出を体験いただけます。 

 

◆６つ子のアトラクション乗っ取り！ 
ナンジャタウンにあるアトラクションを乗っ取って６つ子がやりたい放題！ 

映像やキャラクターボイスなど、細部にわたり、園内で人気の 6 つのアトラクションが「おそ松さん」仕様に演出され、作品の

世界観をお楽しみいただけます。 

 

◆２つのイヤミのゲーム屋台が登場！ 
６つ子の計画を聞きつけたイヤミが、ナンジャタウンで荒稼ぎしようとゲーム屋台をはじめた！ 

12 月 15 日(金)から新景品が登場予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

※商品、景品、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。※価格は全て税込です。 

イヤミのシェー！練習 
イヤミが国民的ギャグ「シェー」を受け継ぐため、クローシュに隠された“あるモノ”を使って、イヤミと一緒にシェーの練習

をしよう！ 

【料金】1 回 400 円 ※ハズレ無し 【営業時間】平日/13：00～20：00 土日祝および指定日/10：00～20：00  

▼景品一例                                       （指定日：11/10・12/15・12/25～29・1/2～5） 

 

イヤミのブラック裏競馬 
イヤミがオーナーのブラック裏競馬。一等になる馬を当てるだけのいわゆる単勝しか選べない内容だけど、ブラックなだけに何

が起こるかわからない！？ 

【料金】1 回 400 円 ※ハズレ無し 【営業時間】平日/13：00～20：00 土日祝および指定日/10：00～20：00 

▼景品一例                                                          （指定日：11/10・12/15・12/25～29・1/2～5） 
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A 賞 ミニストラップ付きト-ト B 賞 ミニタオル C 賞 75 ミリ缶バッジ 

A 賞 アクリルスタンド B 賞 ねこ型マグバッジ C 賞 ペーパーバッジ 

D 賞 つながるダイカットポストカード 

D 賞 ブックマーカー 



おそ松さん×ナムコ キャンペーン開催決定！  添付資料(2/4) 
◆コラボデザート＆フード（全 18 種） 
キャラクターをモチーフにしたデザート＆フード（全 18 種）が登場！メニュー１品ご購入ごとにブロマイド（全 18 種）を１

枚プレゼント！ 
                     

《メニュー一例》 

 

 

◆オリジナルグッズ販売 

６つ子たちが「ナジャモジャマーケット」を乗っ取って「リア充撲滅」の資金集めをはじめた！？描き下ろしイラストを使った

オリジナルグッズが登場します。 

12 月 15 日(金)からは新グッズを販売予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※つながるアクリルチャームコレクション/缶バッジコレクションはブラインド販売となります。 

※商品、景品、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。※価格は全て税込です。 

アクリルキーホルダー つながるアクリルチャームコレクション 年賀状風ポストカード 
※イラスト面はスクラッチ仕様。 

削るとシークレットメッセージが！ 

缶バッジコレクション 

スマートフォンケース 
ぬいぐるみバッジ 

※ぬいぐるみバッジの発売日、販売方法については 

ナンジャタウン公式ＨＰにてお知らせします。 
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おそ松さん×ナムコ キャンペーン開催決定！  添付資料(3/4) 
◆続・シェー！コンテスト番外編 in ナンジャタウン 
あの好評企画が帰ってきた！ 

お客様参加型の「続・シェー！写真コンテスト」。世代を超えて皆が知っている「シェーポーズ」での写真コンテストを開催！ 

◆12 月 15 日（金）より、ねこ耳ちびキャラの描き下ろしイラストも登場！ 

ゲーム屋台の景品やオリジナルグッズに登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※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「おそ松タウン サテライト」公式 HP にてお知らせします。 

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

 

※商品、景品、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。※価格は全て税込です。 

 

 

「おそ松タウンサテライト」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 札幌エスタ店 開催期間：2017 年 11 月 23 日(木・祝)～2018 年 2 月 18 日(日) 
 

開催場所：〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5 条西 2-1-1 札幌エスタ 9 階  

営業時間：10:00～20:00 

 

吉祥寺パルコ店      開催期間：2018 年 4 月 7 日(土)～5 月 6 日(日) 

開催場所：〒180-8520 東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-5-1 吉祥寺パルコ 7F 

営業時間：10:00～21:00 

 

namco イオンモール大高店 開催期間：2018 年 3 月 31 日(土)～5 月 13 日(日) 

開催場所：〒459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高 2-450  

イオンモール大高店 3F 

営業時間：9:00～22:00 

 

namco イオンモール KYOTO 店 開催期間：2017 年 12 月 15 日(金)～2018 年 2 月 18 日(日) 

開催場所：〒601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町 1  

イオンモール KYOTO Sakura 館 4F 

営業時間：10:00～21:00 

 

なんばマルイ店      開催期間：2018 年 4 月 7 日(土)～5 月 6 日(日) 

開催場所：〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波 3-8-9 なんばマルイ店 7F 

営業時間：11:00～20:30 

 

フジグラン松山店    開催期間：2018 年 2 月 24 日(土)～4 月 1 日(日) 

開催場所：〒790-0065 愛媛県松山市宮西 1-2-1 フジグラン松山店 4F 

営業時間：9:00～20:00 

 

namco 博多バスターミナル店  開催期間：2017 年 11 月 23 日(木・祝)～2018 年 2 月 18 日(日) 

開催場所：〒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ビル 7F 

営業時間：9:00～21:00 
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おそ松さん×ナムコ キャンペーン開催決定！  添付資料(4/4) 

◆全国約 120 店舗のアミューズメント施設にて開催！ 

「おそ松さん×ナムコ アミューズメントキャンペ-ン」 
ナンジャタウンとコラボしたナムコ限定景品『おそ松さん ふにゃぐるみ』が、ナムコのアミューズメント施設約 120 店舗に 11

月 2 週目から順次登場！また、この景品に合わせて『おそ松さん×ナムコ アミューズメントキャンペーン』も実施！ 

対象のクレーンゲーム機に 500 円を投入で『おそ松さん ふにゃぐるみ』にぴったりな『おそ松さんのねこハウス』や、 

音楽ゲーム『シンクロニカ』で『SIX SAME FACES～今夜は最高!!!!!!～』がナムコだけで遊べるようになるシリアルコードもプレ

ゼント！ 

詳細は公式 HP をご確認ください。(公式 HP：http://www.namco.co.jp/event/game_center/osomatsusan-campaign.html) 

 

◆アニ ON STATION 「松野塾」 
６つ子たちが史上最強のニート学を教える「松野塾」が東京、名古屋、大阪、札幌、福岡の「アニ ON STATION」にて開催決定！ 

 

◆なぞとも Cafe 「おそ松さん IN なぞとも Cafe」 
“トト子ちゃんとのデート権”をゲットするため、優勝すればどんな願いでも叶うという「センバツ」に向けて、開催場所とな

る「なぞとも Cafe」を乗っ取った！ 

 

◆ナムコ施設内 MOMI&TOY’S 「推し松クレープ」 
「ナムコが６つ子たちに乗っ取られる！？リア充のスウィーツ（？）であるクレープショップも例外ではなかった…。ナムコ施

設内の MOMI&TOY’S と「おそ松さん」のコラボクレープの販売が決定！ 

 

おそ松さん×ナムコ キャンペーン開催一覧 

おそ松さん×ナムコ ポータルサイト ＵＲＬ：http://www.namco.co.jp/event/osomatsusan/ 

施設 キャンペーンタイトル 開催期間と公式 HP および公式 Twitter 

ナンジャタウン 「おそ松タウン」 
～トト子ちゃんとデート権強奪大作戦！？～ 

2017 年 11 月 10 日（金）～2018 年 1 月 14 日（日） 

公式 HP: http://www.namco.co.jp/tp/namja/ 

公式 Twitter：https://twitter.com/namjatown765 

アミューズ 

メント施設 

おそ松さん×ナムコ  

アミューズメントキャンペ-ン 

2017 年 11 月 10 日（金）～12 月 17 日（日） 

公式 HP: http://www.namco.co.jp/event/game_center/osomatsusan-campaign.html 

公式 Twitter：https://twitter.com/namco_jp 

アニ ON STATION  「松野塾」 

2017 年 12 月 15 日（金）～2018 年 2 月 4 日（日） 

公式 HP: http://www.namco.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/ 

公式 Twitter：https://twitter.com/namco_anion 

なぞとも Cafe 「おそ松さん IN なぞとも Cafe」 

2017 年 12 月 15 日（金）～2018 年 3 月 14 日（水） 

公式 HP: http://nazotomo.com/ 

公式 Twitter：https://twitter.com/nazotomo 

ナムコ施設内 

MOMI&TOY’S 
「推し松クレープ」 

2017年 12月 15 日（金）～2018年 2月 18 日（日） 

公式 HP： 

http://www.namco.co.jp/cafe_and_bar/osomatsusan-crepe/index.html  

 

12 月 15 日（金）より開始となる「アニ ON STATION」、「なぞとも Cafe」、ナムコ施設内「MOMI&TOY’S」の詳細は後日あらた

めてニュースリリースにてお知らせします。 

 

※商品、景品、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。※価格は全て税込です。 

 ©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会 

http://www.namco.co.jp/event/game_center/osomatsusan-campaign.html

