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ナンジャタウン初登場のキャラクターも登場する
ＴＶアニメ『弱虫ペダル』新世代のイベントを開催！

「弱虫ペダル NEW GENERATION in ナンジャタウン」
2017 年 4 月 28 日（金）～7 月 9 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、「週刊少年チャンピオン」（秋田書
店発行）で連載中、コミックス発行部数が累計 1,700 万部を越える人気漫画が原作の自転車ロードレースＴＶアニ
メ『弱虫ペダル NEW GENERATION』の世界観で楽しめるコラボイベント「弱虫ペダル NEW GENERATION in ナンジ
ャタウン」を開催します。
ＴＶアニメ『弱虫ペダル』とのコ
ラボイベントは 6 回目となり、今
回は放送中のＴＶアニメのストー
リーに合わせて、新世代チームと
なって熱い戦いを繰り広げている
各校の自転車競技部員たちがイベ
ントに登場します。
毎回話題となる、恒例のイベント
限定描き下ろしイラストのねこ耳
ちびキャラには、ナンジャタウン
のイベント初登場となる新世代の
メンバーが加わり、ゲーム屋台の
景品やオリジナルグッズ、園内の
フォトスポットなどに登場して
イベントを盛り上げます。
▲イベント限定描き下ろしイラストとなる、総勢 17 名のねこ耳ちびキャラ

《イベント概要》

※詳細は 2 枚目以降

◆新世代のメンバーも登場！コラボデザート＆フード(全 15 種)
＜※7 月 13 日(木)まで＞

作中の名場面などをモチーフにしたコラボメニューが全 15 種！
新生チームの新メンバーメニューも登場します。

◆ゲーム屋台「ナンジャ・クリテリウム」
自転車レース「クリテリウム」をモチーフにしたミニゲームに挑戦！

▲手嶋の優雅なティータイムセット(800 円)

◆ゲーム屋台「手嶋のティータイムチャレンジ」
「手嶋純太」の決め台詞をモチーフにしたミニゲームに挑戦！

◆ねこ耳ちびキャラのオリジナルグッズ販売＜※7 月 13 日(木)まで＞
イベント限定描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売します。

◆フォトシール機＜※7 月 13 日(木)まで＞、フォトスポット
限定フォトフレームや名場面のパネル展示、フォトスポットが登場します。

▲青八木の「酸素音速万回噛！食物摂取!!」
サンドイッチ (880 円)
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◆新世代のメンバーも登場！コラボデザート＆フード(全 15 種) ＜※7 月 13 日(木)まで＞
メニュー1 品ご購入ごとに、オリジナルブロマイド（全 15 種）を 1 枚プレゼントします。
＜メニュー

一覧＞

初 登 場 キ ャラ ク ター (杉元)

想いを繋ぐ、坂道の大きな憧れうどん
価格：780 円

「おまえに勝てと願っていた」
今泉と杉元のペンネプレート
価格：880 円

かい

「もっ 回 スプリンターの称号取り戻
すんや!!」鳴子の決意のパンケーキ
価格：750 円
初登場キャラクター

手嶋の優雅なティータイムセット

青八木の「酸素音速万回噛！
食物摂取!!」サンドイッチ
価格：880 円

価格：800 円

「オレ達が総北をもっと強くする!!」
鏑木＆段竹の 1 年生ルーキークレープ
価格：800 円

「オレも楽しみにしてるよ。
」
真波のライバルとの約束カレー
価格：850 円

「アブ ready GO!!!」キャプテン泉田の
アンディ＆フランク餃子
価格：950 円

初登場キャラクター

“轟音の古賀”のベーコントマトピザ
価格：830 円
初登場キャラクター

箱根学園のエースアシスト、
黒田のヨーグルトムースゼリー
価格：730 円

初登場キャラクター

葦木場のメトロノーム
ダンシングジェラート
価格：800 円

初登場キャラクター

怪道銅橋の力みなぎる焼豚丼
価格：950 円
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初登場キャラクター

初登場キャラクター

箱根学園史上 2 人目の 1 年生
レギュラー、悠人のお面ソフト
価格：750 円

実力未知数のマッサージャー!!
小鞠の「ハァハァ」ものアイスパフェ
価格：830 円

「さァ……!!トボか!!」
進化した御堂筋の和食プレート
価格：960 円

◆もれなくイベント限定景品がもらえるゲーム屋台が 2 種登場！
ゲーム屋台ご利用時に「サプライズ（当たり）
」が出た方には景品に加え、
「オリジナルねこ型カード」を１枚プレ
ゼントします。
【営業時間】土日祝及び、4/28(金)～5/2(火)：10 時～20 時
上記以外の平日
：13 時～20 時
【オリジナルねこ型カード(全 17 種)】
※6/3（土）にデザイン追加予定です。

◇「ナンジャ・クリテリウム」

【料金：1 回

500 円】

自転車レース「クリテリウム」をモチーフにした体感デジタルゲーム屋台です。
制限時間内に思いっきり自転車のペダルを回すイメージで足踏みをしてゴールを目指そう！
結果に応じてもれなくイベント限定景品がもらえます。6 月 3 日(土)からは新景品を追加予定です。
＜景品 一例＞

【アクリルキーホルダー
(全 17 種)】

【和紙バッジ (全 17 種)】

◇「手嶋のティータイムチャレンジ」

【ポストカード (全 20 種)】※ランダム
6/3(土)デザイン追加！

【料金：1 回

【ステッカー (全 17 種)】
※ランダム

300 円】

総北高校自転車競技部キャプテン「手嶋純太」の「ティータイムだ」という決め台詞をモチーフにしたゲーム屋台
です。角砂糖をイメージした立方体を飛ばして、ティーカップへ入れよう！結果に応じてもれなくイベント限定景
品がもらえます。
＜成功 景品一例＞

【キャラ POP スタンド (全 17 種)】

＜失敗 景品一例＞

【ダイカットステッカー (全 17 種)】
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◆ねこ耳ちびキャラのオリジナルグッズ販売＜※7 月 13 日(木)まで＞
イベント限定販売となる、ねこ耳ちびキャラのオリジナルグッズが登場します。
１会計 2,000 円お買い上げごとにオリジナルスタンドカード(全 17 種)を１枚プレゼントします。
＜グッズ 一例＞

【お誕生日ディッシュプレート
(全 2 種)】※今泉、真波の 2 種

ロードバイクは ver.1/ver.2
あわせて全 17 種

キャラクターver.は全 17 種
【アクリルスタンド (全 17 種)】

【つながるアクリルチャームコレクション】
※ランダム封入

購入特典のスタンド
カード
(全 17 種)

【缶マグネットコレクション
(全 17 種)】※ランダム封入

【スーベニアセット (全 17 種)】
【ゆっくりティータイムを楽しむ用
アクリルキーホルダー、カードのセット 手嶋純太のフルーツティー(全 1 種)】

◆フォトシール機＜※7 月 13 日(木)まで＞

※スタンド時イメージ

＜フレームデザイン 一例＞

【料金】1PLAY 600 円
イベント限定フレームのフォトシール機が登場します。
また、作中のインターハイ開会式をイメージした
フォトスポットや、名場面の展示パネル、
ねこ耳ちびキャラのスペシャルフォトスポットも登場します。

◆「弱虫ペダル NEW GENERATION 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。
namco 大阪日本橋店 開催期間：5 月 13 日(土)～7 月 23 日(日)
住所：大阪府大阪市浪速区難波中 2-1-17 コスモビル 1F
名古屋パルコ店 開催期間：5 月 17 日(水)～7 月 9 日(日)
住所：愛知県名古屋市中区栄 3-29-1 東館 4F
宇都宮パルコ店 開催期間：5 月 25 日(木)～6 月 18 日(日)
住所：栃木県宇都宮市馬場通り 3-1-1 4F
静岡 109 店 開催期間：6 月 24 日(土)～7 月 30 日(日)
住所：静岡県静岡市葵区伝馬町 6-1 静岡 109 2F
福岡パルコ店 開催期間：7 月 14 日(金)～9 月 24 日(日)
住所：福岡県福岡市中央区天神 2-11-1 8F
軽井沢・プリンスショッピングプラザ 開催期間：7 月 29 日(土)～9 月 24 日(日)
住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢・プリンスショッピングプラザ
E BeanS 店 開催期間：8 月 5 日(土)～10 月 1 日(日)
住所：宮城県仙台市青葉区中央 4 丁目 1-1 E BeanS B1F
namco 王子サンスクエア店 開催期間：10 月 7 日(土)～11 月 26 日(日)
住所：東京都北区王子 1-4-1 サンスクエア 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「弱虫ペダル NEW GENERATION 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/yowapeda/)
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