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映画「文豪ストレイドッグス DEAD APPLE」のオリジナルアナザーストーリーが体験できるイベントを開催！

文豪ストレイドッグス DEAD APPLE 於:ナンジャタウン
～もうひとつの DEAD APPLE～
2018 年 3 月 23 日（金）～5 月 20 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、現在公開中の映画「文豪ストレイ
ドッグス DEAD APPLE（デッドアップル）」とのコラボイベント『文豪ストレイドッグス DEAD APPLE 於:ナンジャ
タウン もうひとつの DEAD APPLE』を 2018 年 3 月 23 日（金）から 5 月 20 日（日）まで開催します。
本イベントでは、
「文豪ストレイドッグス DEAD APPLE」のナンジャタウンオリジナルとなるアナザーストーリー
が体験できる謎解きボイスアトラクション、ミニゲーム、コラボデザート＆フードが登場。執事服を着たキャラク
ターの描き下ろしイラストのオリジナルグッズも販売します。謎解きボイスアトラクション『林檎洋菓子綺譚』で
は、イヤホンから聴こえる録り下ろしの中島敦の声や携帯端末に届くキャラクターからのメッセージに導かれなが
ら、ナンジャタウンの園内を散策して澁澤に命じられた幻の菓子「DEAD APPLE」のレシピを探します。
映画「文豪ストレイドッグス DEAD APPLE」の魅力的なキャラクターや世界観に浸りながら楽しめるナンジャタウ
ンでしか体験できないイベントです。
※本イベントは、
「文豪ストレイドッグス DEAD APPLE」はじめアニメ・原作コミック・小説とは関係のないパラレルワールドストーリーとなります。

◆「サロン・デュ・ドラコニア」執事
謹製のメニューと映画「文豪ストレイ
ドッグス DEAD APPLE」とのコラボデ
ザート＆フードが登場します。

▲死の果実“DEAD APPLE”ゼリー
（レモン＆ストロベリー味）

【イベント概要】

※詳細は 2 枚目以降

◆謎解きボイスアトラクション
『林檎洋菓子綺譚』
◆ミニゲヱム

『執事失格』

◆コラボデザート＆フード
◆オリジナルグッズ販売

◆文豪ストレイドッグス DEAD APPLE :於 ナンジャタウン
もうひとつの DEAD APPLE
或る日、武装探偵社とポートマフィアに、謎の異能力者・澁澤と云う人物からの
手紙が届いた。
『ナンジャタウンに素晴らしい喫茶室がオープンします。オープニングスタッフ
として、是非働きにきてください。
―――さもなくば、ヨコハマは壊滅するでしょう』
協力して喫茶室を捜査するよう、福沢と森から指示を受けた探偵社とマフィアの
面々。まずは澁澤の手紙に従い、喫茶室「サロン・デュ・ドラコニア」で執事服
の給仕として働くことになった。
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※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。※画像はイメージです。

※弊社は 2018 年 4 月 1 日より株式会社バンダイナムコエンターテインメントのアミューズメント機器事業を統合した「株式会社バン
ダイナムコアミューズメント」に変わります。
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◆コラボデザート＆フード(全 16 種)
映画「文豪ストレイドッグス DEAD APPLE」のキャラクターや場面をモチーフにしたコラボデザート＆フードを販
売します。１品ご購入ごとにオリジナルブロマイドを１枚プレゼントします。
＜コラボデザート＆フード 一例＞

中島敦謹製、
林檎型サンドイッチプレート
価格：900 円

芥川龍之介謹製、
林檎型ブラック・ムースタルト
価格：980 円

中原中也謹製、マスカルポーネのクレープ
～林檎シャーベット添え～
価格 830 円

太宰治謹製、
林檎デザートプレート
価格：920 円

澁澤龍彦謹製、
２種の異能結晶体キッシュと特製林檎ソース添え
価格：890 円

鏡花と愛する母を繋ぐ、
形見のアイスプレート
価格：800 円

フョードル・D 謹製、
林檎のポタージュ
価格：720 円

死の果実“DEAD APPLE”ゼリー
（レモン＆ストロベリー味）
価格：780 円
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◆オリジナルグッズ販売
ナンジャタウンオリジナルグッズを中心に「文豪ストレイドッグス」のグッズコーナーが登場します。
＜グッズ 一例＞

アクリルスタンド（全 6 種）
価格：1,200 円

缶バッジコレクション(全 12 種)※ブラインド仕様
価格：378 円

▲ステッカー（全 6 種）
ランダムで 1 枚封入

▲ラムネ（アップル味）入り

BOOK 型お菓子（全 1 種）
価格：864 円

『文豪ストレイドッグス

白服 3 人組のデッドアップルティー（全 1 種）
※3 袋入り
価格：650 円

DEAD APPLE（デッドアップル）』とは

中島敦、太宰治、芥川龍之介など、文豪たちの名を懐いたキャラクターたちが“異能力”でバトルを繰り広げ
る文豪×異能力バトルアクションアニメ「文豪ストレイドッグス」。
2013 年から KADOKAWA「ヤングエース」で連載中の朝霧カフカ原作、春河 35 作画による原作コミックスの累
計発行部数は 500 万部を突破。2016 年には監督に五十嵐卓哉、シリーズ構成・脚本に榎戸洋司を迎えボンズが
制作したテレビアニメが 2 クールにわたり放送され好評を博した。
また、文豪ゆかりの地や文学館との様々なコラボレーション企画を実施。
さらにはソーシャルゲーム化や舞台化など、幅広いメディア展開が続いている。
そして原作者全面協力による完全新作ストーリーで待望の劇場版アニメ「文豪ストレイドッグス DEAD APPLE
（デッドアップル）」が 2018 年 3 月 3 日より公開中。
【文豪ストレイドッグス DEAD APPLE（デッドアップル）公式サイト】
：http://bungo-stray-dogs.jp/
【文豪ストレイドッグス 公式 twitter】
：https://twitter.com/bungosd_anime
「文豪ストレイドッグス DEAD APPLE 於:ナンジャタウン もうひとつの DEAD APPLE」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 イオンモール KYOTO 開催期間：2018 年 4 月 21 日(土)～7 月 1 日(日)
住所：〒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
E BeanS 店 開催期間：2018 年 5 月 26 日(土)～7 月 2 日(月)
住所：〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 4-1-1 E BeanS
※サテライト店舗ではコラボメニューなど、一部内容は実施いたしません。
詳細は「文豪ストレイドッグス 於:ナンジャタウン もうひとつの DEAD APPLE」サテライト特設 HP にてお知らせします。
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