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「サンリオ男子」とナンジャタウンが初のタイアップイベントを開催！
ハローキティなど、サンリオキャラクターのコラボフードも登場！

「サンリオ男子 in ナンジャタウン」
2017 年 5 月 10 日（水）～6 月 25 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、株式会社サンリオが手掛けるキャ
ラクタープロジェクト「サンリオ男子」とのコラボイベント「サンリオ男子 in ナンジャタウン」を開催します。
ナンジャタウンに遊びに来た「サンリオ男子」たちをテーマに、彼らの好きなサンリオキャラクター「ハローキ
ティ」や「ポムポムプリン」などをモチーフにした、コラボデザート＆フードやゲーム屋台が楽しめます。またナ
ンジャタウンに遊びに来た私服姿と、ねこ耳ちびキャラ姿の 2 パターンのイベント限定描き下ろしイラストがグッ
ズや景品になって登場します。

▲イベント限定描き下ろしイラストでナンジャタウンに遊びに来た様子の等身(私服)と、ねこ耳ちびキャラ(制服)が登場！

《イベント概要》

※詳細は 2 枚目以降

＜コラボメニュー

一例＞

●サンリオキャラクターがモチーフのコラボメニュー(全 7 種)
＜※6 月 29 日(木) まで＞

「ハローキティ」や「ポムポムプリン」などのデザート＆フードが登場します。

●ゲーム屋台「アイスをつくろう！」
アイスをイメージしたボールを投げて、オリジナル景品をゲットしよう！

●イベント限定グッズ＜※6 月 29 日(木)

まで＞

●フォトスポット、フォトシール機など
●「ハローキティ」「マイメロディ」スペシャルグリーティング☆
ナンジャタウンに「ハローキティ」と「マイメロディ」がやってきます。

ポムポムプリン・ア・ラ・モード
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●サンリオキャラクターがモチーフのコラボメニュー(全 7 種)

＜※6 月 29 日(木) まで＞

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。

マイメロディの
メロメロジェラート♪
価格：780 円

ポムポムプリン・ア・ラ・モード
価格：950 円

ハローキティのキュートな
リンゴ型タルト＆アップルケーキ
価格：850 円

キキ＆ララのツインアイスパフェ
価格：800 円

シナモロールのふわふわ
サンドイッチプレート
価格：950 円

バッドばつ丸
プレート
価格：900 円

けろけろけろっぴの
陽気なバジルご飯
価格：830 円

●ゲーム屋台「アイスをつくろう！」
アイスをイメージしたボールを、コーンに見立てた的に投げてアイスを完成させよう！結果に応じてもれなくオリ
ジナル景品がもらえます。6 月 4 日(日)からは「吉野俊介」の誕生日（6 月 7 日）を記念して、サンリオキャラク
ター大賞のイラストを使用した「オリジナルねこ型カード」が登場。ゲームの結果に応じて抽選に参加し、当たり
が出ると 1 枚もらえます。
【料

金】1 回

400 円

【営業時間】平日：13 時～20 時 / 土日祝、及び 5/10(水)～5/12(金)：10 時～20 時

＜景品 一例＞

【キャンバスポーチ(全 3 種)】

【ダブルチャーム(全 7 種)】

【75mm 缶バッジ(全 7 種)】

【思い出ポストカード
(全 14 種)】※ランダム
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●イベント限定グッズ＜※6 月 29 日(木)

まで＞

１会計につき、2,000 円のお買い求めごとにオリジナル名刺サイズカード(全 14 種)を１枚プレゼントします。
＜グッズ 一例＞

【ハート缶バッジコレクション
(全 14 種)】※ランダム封入

【アクリルスタンドコレクション
(全 14 種)】※ランダム封入

【スーベニアセット(全 7 種)】
アクリルキーホルダー、カードのセット

購入特典：オリジナル名刺サイズカード
購入特典にも等身（私服）と、ねこ耳ちびキャラ（制服）の
描き下ろしイラストが登場します。
＜デザイン

一例＞

▲ウラ
▲オモテ
【オリジナルクリアファイル(全 2 種)】

【オリジナル名刺サイズカード(全 14 種)】

●フォトシール機＆フォトスポット
【フォトシール機 料金】1PLAY

＜フォトシール機のフレームデザイン

一例＞

700 円

その他、園内の飲食スペースに「サンリオ男子」
のキャラクターパネルが登場します。
キャラクターと向き合って食事や、写真撮影が
できるフォトスポットで、「サンリオ男子」と
一緒にイベントを楽しんでいるかのような体験が
できます。

●「ハローキティ」「マイメロディ」スペシャルグリーティング☆
【開 催 日】ハローキティ：6 月 4 日(日)
マイメロディ：6 月 11 日(日)
6 月 7 日に誕生日を迎える「吉野俊介」の誕生日をお祝いする
サプライズ企画として、
「ハローキティ」と「マイメロディ」が
ナンジャタウンへやってきます。
ナンジャタウンのシンボルキャラクター「ナジャヴ」たちも
一緒に登場します。
※画像はイメージです。
※詳細はナンジャタウン公式 HP にてお知らせします。
(http://www.namco.co.jp/tp/namja/)

【ハローキティ】

【マイメロディ】

「サンリオ男子」とは
株式会社サンリオが手掛けるキャラクタープロジェクト。「イケメン」「恋愛」「青春ストーリー」の 3 つのテーマを
軸として展開中の、サンリオキャラクターが好きな普通の男子高校生 5 人組の日常を描く青春ストーリー。
2015 年 11 月に Twitter デビュー。2016 年には、漫画連載を開始。2016 年 9 月には恋愛ゲームアプリ「サンリオ男
子～わたし、恋を知りました。～」がリリース。2018 年に TV アニメ化が決定している。
©1976, 1988, 1993, 1996, 2001, 2015, 2017 SANRIO CO.,LTD. ©2017 NAMCO All rights reserved.
※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。 ※価格は全て税込みです。
※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。

