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大人気アプリゲーム「白猫プロジェクト」がナンジャタウンに初登場！
リアル空間での協力バトルなどが楽しめる！

「白猫プロジェクト in ナンジャタウン～3rd anniversary festival～」
2017 年 5 月 12 日（金）～7 月 17 日（月・祝）
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、株式会社コロプラが運営するアプ
リゲーム「白猫プロジェクト」の 3 周年記念を先駆けたリアルコラボイベント「白猫プロジェクト in ナンジャタ
ウン～3rd anniversary festival～」を開催します。
イベント期間中、
「白猫プロジェクト」の世界観をモチーフにしたコラボデザート＆フードやゲーム屋台、キャラ
クターにねこ耳としっぽのついた描き下ろしイラストのイベント限定グッズや景品が登場するほか、参加者同士で
アプリゲームのコンテンツとなる「協力バトル」を実際にプレイできるエリアも登場し、イベント開催を記念した
プレゼントクエストがアプリゲーム内に登場します。リアル空間で「白猫プロジェクト」の世界観を満喫してお楽
しみいただけるイベントです。

＜イベント概要＞

＜メニュー

一例＞

◆イベント限定コラボメニュー(全 14 種)＜※7 月 20 日(木)まで＞
キャラクターをモチーフにしたコラボデザート＆フードが登場します。

◆ゲーム屋台「キャトラのお願い!! 白猫あみだくじ」
オリジナル景品がもれなくもらえる、デジタルあみだくじが登場します。

◆イベント限定グッズ＜※7 月 20 日(木)まで＞
描き下ろしイラストを使用したイベント限定グッズが多数登場します。

◆リアル協力バトルスペースが登場！
参加者同士が「リアル協力バトル」を楽しめるプレイエリアが登場します。

◆白猫プロジェクトトレーディングカードゲームの体験会を開催！

ルカ＆レインの天/魔クレープ
(850 円)

5 月 25 日(木)発売予定のカードゲーム「白猫プロジェクト TCG」の体験会を開催します。
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◆イベント限定コラボメニュー(全 14 種) ＜※7 月 20 日(木)まで＞
「白猫プロジェクト」のキャラクターをモチーフとしたコラボメニューが登場します。
1 品ご購入につき、「白猫プロジェクト」オリジナルねこ型カードを 1 枚プレゼントします。
＜メニュー

一例＞

シャルロットの
やっぱビーフっしょ丼
価格：1,050 円

ルカの男気握り飯
価格：800 円

ティナのキラキラ宝石箱
ジェラート
価格：800 円

フランのくのいち洋ナシ
ムースゼリー
価格：850 円

ノアのゆらりたこ焼きサンド

カスミの桜花爛漫プレート

価格：800 円

価格：650 円

レイン特製 肉野菜炒め
～悪魔風～
価格：880 円

流れを変える！
ネモのアルゴノート号カレー
価格：980 円

ゼロキスの
今日はもうパフェだ！
価格：800 円

カスミ＆フラン＆ティナの
かしましガールズトーク
プレート
価格：980 円

キャトラのぎにゃっと
カニカマあんかけチャーハン
価格：900 円

キュキュキュートな
星たぬきアイス
価格：630 円
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◆ゲーム屋台「キャトラのお願い!! 白猫あみだくじ」
10 人のキャラクターの中から 1 人を選んで挑戦するデジタルあみだくじが登場します。
結果に応じてもれなくオリジナル景品をプレゼントします。
【料
金】1 回 400 円
【営業時間】平日：13 時～20 時 / 土日祝、及び 5/12(金)：10 時～20 時
＜景品 一例＞

【BIG アクリルキーホルダー(全 6 種)】

【マグバッジ (全 10 種)】

【メタルチャーム(全 10 種)】

【名刺カード(全 16 種)】
※ランダム配布

◆イベント限定グッズ＜※7 月 20 日(木)まで＞
描き下ろしイラストを使用したイベント限定グッズが登場します。
＜グッズ 一例＞

【缶バッジ(全 10 種)】※ランダム封入

【アクリルスタンド(全 10 種)】

【トレーディングポストカード(全 10 種)】※ランダム封入
3 枚セット(1 枚はホログラム仕様)

【IC カードケース(全 10 種)】

【クリアファイル(全 6 種)】
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◆リアル協力バトルスペースが登場！
参加者同士がアプリゲームの「リアル協力バトル」を楽しめるプレイエリアが登場します。お友達 4 人でのご利用
はもちろん、その場に集まった「白猫プロジェクト」のプレイヤー同士でもお楽しみいただけます。
【開催時間】平日：13 時～20 時 / 土日祝、及び 5/12(金)：10 時～20 時
【参 加 費】無料 ※ナンジャタウンの入園料が別途必要です。

＜クエストクリア報酬の前半デザイン＞

＜遊び方＞
パーティをつくる
ランクと人数を係員にお申し出ください。
ランクごとに色分けされた参加証とタイマー、どんな仲間を探しているか一目でわかる
スタンプクリップをお渡しします。仲間をさがして協力バトルを楽しもう！
パーティをさがす
ランクと人数を係員にお申し出ください。参加証をお渡しします。
パーティを作っている人のランクやスタンプクリップをみて仲間をさがそう！
またアプリゲーム内でナンジャタウンのイベント開催を記念した「プレゼント
クエスト」が先行して 5 月 9 日(火)より開催！「プレゼントクエスト」をクリア
してアプリゲーム内でプレゼントをもらおう！
さらに！クエストクリア画面をナンジャタウンに入園してご提示いただくと、
描き下ろしイラストを使用したオリジナルステッカーを 1 枚プレゼントします。

【オリジナルステッカー】
6 月からステッカーが 1 種追加
となり全 2 種になります！

※キャンペーン日時・内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆白猫プロジェクトトレーディングカードゲームの体験会を開催！
5 月 25 日(木)に発売予定の白猫プロジェクトトレーディングカードゲームの体験会を開催します。
体験会には特別ゲストも登場予定です。スタッフが丁寧に遊び方をレクチャーしますので、カードゲーム未経験の
方でもお楽しみいただけます。
【開 催 日】5 月 19 日(金)、5 月 27 日(土)、6 月 24 日(土)、7 月 15 日(土)
【参 加 費】無料 ※ナンジャタウンの入園料が別途必要です。
特別ゲストや詳細情報は後日ナンジャタウン公式ＨＰにて発表します。
続報にご期待ください。(http://www.namco.co.jp/tp/namja/)
「白猫プロジェクト」とは
株式会社コロプラより 2014 年 7 月にリリースされたスマートフォン向け大人気アプリゲーム。様々なキャラ
クターと一緒に、冒険やバトルを楽しめるアクション RPG。またオンラインでの協力バトルが可能で、アプリ
上で全国のプレイヤーと一緒にバトルを楽しむことができる。
2016 年 7 月には「白猫プロジェクト」のキャラクター達が多数登場する、テニスアプリゲーム「白猫テニス」
がリリースされ、こちらも大人気アプリゲームとなっている。

「白猫プロジェクト in ナンジャタウン～3rd 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。
心斎橋オーパ店 開催期間：5 月 27 日(土)～7 月 23 日(日)
住所：大阪府大阪市中央区西心斎橋 1-4-3 心斎橋オーパ 7F
namco 名古屋駅前店 開催期間：7 月 28 日(金)～9 月 10 日(日)
住所：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
ビルボードプレイス店 開催期間：9 月 16 日(土)～10 月 29 日(日)
住所：新潟県新潟市中央区八千代 2-5-7 ビルボードプレイス 2 1F
札幌パルコ店 開催期間：11 月 3 日(金・祝)～12 月 17 日(日)
住所：北海道札幌市中央区南 1 条西 3-3 札幌パルコ 6F
※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「白猫プロジェクト in ナンジャタウン～3rd 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/shironekoproject/)
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