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大人気ゲームアプリ「スタンドマイヒーローズ」がナンジャタウンと初コラボ
ヒーローたちから直接メールが届く謎解きアトラクションなどが登場！

「スタンドマイヒーローズ in ナンジャタウン」
2017 年 7 月 21 日（金）～9 月 18 日（月・祝）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、株式会社 coly の人気ゲームアプリ
「スタンドマイヒーローズ」とのコラボイベント「スタンドマイヒーローズ in ナンジャタウン」を開催します。
期間中は、イベント限定描き下ろしのねこ耳ちびキャラヒーローたちが、オリジナルグッズや景品などに登場し、
作品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園内を巡り事件を
解決する謎解きアトラクションも登場するなど、作品の世界観を満喫できるイベントとなっています。

ヒーロー達をモチーフにした個性豊かなコラボメニューは、
デザート＆フード全 16 種
描き下ろしねこ耳ちび
キャラヒーローは 21 体！

▲薬学研究者、由井＆夏目の
実験プレート(900 円)

ス ポイ トの 液
体 を加 える と
色が変化…！

▲青山 樹(マトリ)

「スタンドマイヒーローズ」とは
株式会社 coly より 2016 年 9 月にリリースされた、大人気スマート
フォン向けゲームアプリ。
パズルゲームとシナリオゲームの両方が楽しめ、マトリ(麻薬取締官)
や警察など 20 人以上の個性豊かなキャラクターたちとキズナを深め
ることで様々なストーリーが展開される。

＜イベント概要＞ ※詳細は 2 枚目以降

●コラボメニュー(全 16 種)
作品をモチーフにしたデザート＆フードが登場。8 月に誕生日を迎える「関 大輔」、
「山崎 カナメ」のバースデー
メニューを期間限定販売します。

●ゲーム屋台 2 種「スタマイ！メモリアルガラポン」、「レッツ！スカウトガチャ」
もれなく景品が当たるゲーム屋台が 2 種登場します。

●謎解き街巡りアトラクション「スタマイ！エピソードナンジャ」
スマートフォンを手に園内を巡り、ヒーローたちと事件を解決する期間限定謎解きアトラクションです。

●イベント限定グッズ
●イベント限定フォトシール機
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「スタンドマイヒーローズ in ナンジャタウン」詳細

●コラボメニュー(全 16 種)
メニュー1 品ご購入につき、オリジナルブロマイド(全 24 種)を 1 枚プレゼントします。
＜メニュー

一例＞

パッケージには
青山がデザイン
されています！

あおぴょんお手製☆
2 色いなり弁当
価格：980 円

服部のすやすやお昼寝玉子丼
価格：980 円

スイート＆ビター、
今大路の二面性アイス
価格：830 円

朝霧と愛犬クライナーの
仲良しジャンキーフード
価格：930 円

桧山＆大谷のガーデニング風
デザートカップ
価格：980 円

槙と神楽のセレブジェラート
価格：800 円

宮瀬のお品書きが
添えられています。

天才兄弟！誠＆京介の
カリスマクレープ
価格：800 円

宮瀬特製 ハーブ香る
ローストポークプレート
価格：1,200 円

パズルマップを攻略して
エビゲット！ケーキ＆ドーナツ
価格：980 円

◇期間限定バースデーメニュー
8/24(木 )～ 9/7(木 )
期間限定販売

8/11(金 ・ 祝 )～ 8/25(金 )
期間限定販売

関の大人な
バースデープレート
価格：1,050 円

カナメバースデー☆
ミニケーキセット
価格：1,350 円
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「スタンドマイヒーローズ in ナンジャタウン」詳細

●ゲーム屋台 2 種では、描き下ろしねこ耳ちびキャラヒーローなどの景品がもれなく当たる！
各ゲーム屋台では、結果に応じてゲームアプリ内のボイスが流れ、ヒーローたちが盛り上げます。
【料
金】1 回 400 円
【営業時間】7/21(金)～8/31(木)及び、土日祝：10 時～20 時 / 左記以外の平日：13 時～20 時

◇「スタマイ！メモリアルガラポン」
特製ガラポン器を回し、出た玉に応じてもれなくオリジナル景品がもらえます。
＜景品デザイン 一例＞

【ミニクッション(全 2 種)】 【キャラ POP スタンド(全 11 種)】 【ハート缶バッジ(全 10 種)】
※マトリ、警察
※全グループより一部ヒーロー
※マトリ、警察

【ポストカード(全 21 種)】※ランダム

◇「レッツ！スカウトガチャ」
ゲームアプリ内の「スカウトガチャ」をモチーフにした「スカウトガチャマシーン」で、ボールを弾いてガチャを
引こう！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。
＜景品デザイン 一例＞

【マイクロファイバークロス(全 5 種)】
※全グループ

【アクリルキーホルダー(全 10 種)】
※マトリ、警察

【クリアしおり (全 11 種)】※ランダム
※Revel、都築兄弟、九条家

●謎解き街巡りアトラクション「スタマイ！エピソードナンジャ」
お客さま自身のスマートフォンを手に園内を巡り、ヒーローたちから届くメールなどをヒントに事件解決を目指し
ます。ご参加時にオリジナル景品をプレゼント！さらに見事事件を解決すると、描き下ろしねこ耳ちびキャラヒー
ローの SNS アイコンが手に入ります。
【料
金】1 回 600 円
【営業時間】7/21(金)～8/31(木)及び、土日祝：10 時～20 時
上記以外の平日：13 時～20 時

＜景品 一例＞

A：マトリ、Revel(全 10 種)

《ストーリー》
ある日突然、アナタのスマートフォンに差出人不明の怪しいメールが
送られてきた。
アナタは園内を巡りながら様々な場所で過ごすヒーローたちからヒントを
もらい、差出人を探すためにメールの謎を解き明かすことに！
事件を解決するとクリア報酬の SNS アイコンをプレゼント。
さらに、アナタのスマートフォンにヒーローからメールが届きます！

B：警察、都築兄弟、九条家(全 11 種)

誰からどんなメールが届くかはお楽しみ！
イベント期間中 3 つのストーリーを入れ替わりで楽しむことができ、
第 2 話は 8 月 11 日(金・祝)からスタートします。
【スクエア缶バッジ】※A/B 各ランダム
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「スタンドマイヒーローズ in ナンジャタウン」詳細

●イベント限定グッズ
描き下ろしのねこ耳ちびキャラヒーローのイベント限定グッズが多数登場します。
＜グッズ 一例＞

A：マトリ、Revel(全 10 種)

【アクリルチャームコレクション A
(全 10 種)】※ランダム封入

【ガラス製マグ(全 1 種)】

B：警察、都築兄弟、九条家(全 11 種)

【エンドチャーム(全 10 種)】

【アクリルチャームコレクション B(全 11 種)】
※ランダム封入

【クリアポーチ(全 5 種)】

【布缶バッジ(全 21 種)】

●イベント限定フォトシール機
イベント限定のねこ耳ちびキャラヒーローのかわいいフレームや、等身のかっこいいフレームでヒーローたちと
記念写真を撮ろう！
＜フォトフレームデザイン 一例＞

【料金】
1PLAY 600 円

【フォトシール(全 22 種)】

「スタンドマイヒーローズ in ナンジャタウン 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。
心斎橋 OPA 店 開催期間：2017 年 9 月 16 日(土)～10 月 29 日(日)
住所：大阪府大阪市中央区西心斎橋 1 丁目 4-3 心斎橋ＯＰＡ 7F
サッポロファクトリー店 開催期間：2017 年 10 月 14 日(土)～12 月 3 日(日)
住所：北海道札幌市中央区北 2 条東 4 丁目 サッポロファクトリーレンガ館 2F
namco イオンモールナゴヤドーム前店 開催期間：2017 年 11 月 3 日(金・祝)～12 月 17 日(日)
住所：愛知県名古屋市東区矢田南 4-102-3 イオンモールナゴヤドーム前 3F
モリシアアミューズメントパーク 開催期間：2017 年 12 月 23 日(土・祝)～2018 年 2 月 18 日(日)
住所：千葉県習志野市谷津 1-16-1 モリシア津田沼店 2F
※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「スタンドマイヒーローズ in ナンジャタウン サテライト」特設 HP にてお知らせします。
(http://www.namco.co.jp/chara_shop/standmyheros_nts/)
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