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「あんさんぶるスターズ！」がナンジャタウンに初登場！アイドル達が「ねこ」をテーマにしたフェスを開催！

「あんさんぶるスターズ！in ナンジャタウン ～キャット＊フェスティバル～」
2018 年 11 月 22 日(木)～2019 年 1 月 20 日(日)
株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営するテーマパーク「ナンジャタウン」(東京・池袋)は、男子アイドル育成プロデュースゲー
ム『あんさんぶるスターズ！』との初のタイアップイベント「あんさんぶるスターズ！in ナンジャタウン ～キャット＊フェスティバル～」を
2018 年 11 月 22 日(木)～2019 年 1 月 20 日(日)に開催します。

作中に登場するアイドルたち全 12 ユニットが、それぞれのユニットカラーをイメージした燕尾服をまとったねこ耳ちびキャライラストとなっ
て園内各所のパネルやゲーム屋台の景品、オリジナルグッズ、ノベルティに登場します。さらに、イベントの盛り上げ役として 5 人組みユ
ニット「Knights」が、オリジナル衣装を着たねこ耳イラストで登場します。期間中はユニットモチーフのデザート＆フード(全 12 種)も販
売。食べて遊んで、1 日中「あんさんぶるスターズ！」の魅力をご堪能いただけるイベントです。

『あんさんぶるスターズ！in ナンジャタウン ～キャット＊フェスティバル～』特設サイト：https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/stars/
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◆「Knights」の５人が等身大パネル＆録り下ろしボイスで園内のお客さまをご案内
イベント盛り上げ役に選ばれた「Knights」あらため「にゃいつ」のメンバーの
等身大パネルのフォトスポットがナンジャタウンの園内各所に登場します。
さらに、それぞれの等身大パネルの付近では、メンバーの録り下ろしボイスが
お楽しみいただけます。

◆ナンジャタウンならではの「ねこ×あんさんぶるスターズ！」なデザート＆フード(全 12 種)を販売
ナンジャタウンのシンボルキャラクターに合わせて「ねこ」要素を加えたデザート＆フードを販売。1 品ご注文ごとに猫型オリジナルブロマイ
ド(全 12 種)を 1 枚プレゼントします。デザート＆フードの詳細は後日特設サイトで公開します。
＜メニュー例＞

Trickstar のキャットサンドイッチ

UNDEAD のカクテル風黒猫ドリンク

2wink の肉球シュワシュワドリンク

◆2 つの期間に合わせて、グッズや景品が登場します。
園内に流れるキャラクターボイスやグッズ、景品が２つの期間に合わせて登場します。
【前夜祭期間】2018 年 11 月 22 日(木)～12 月 21 日(金)
【キャット・フェスティバル！！期間】2018 年 12 月 22 日(土)～2019 年 1 月 20 日(日)
◆namco 限定オリジナル景品がナンジャタウンのクレーンゲーム機に先行投入
12 月下旬より、全国のバンダイナムコアミューズメント直営の
ゲームセンター(namco 店舗)などのクレーンゲーム機限定の
景品として、『あんさんぶるスターズ！in ナンジャタウン
～キャット＊フェスティバル～』描き下ろしの「Knights」のねこ
耳等身イラストをモチーフにしたぬいぐるみが登場。ナンジャタウ
ンのクレーンゲーム機に 12 月中旬より先行投入されます。
詳細は後日、バンダイナムコアミューズメントの公式サイトや
公式 Twitter(@bnam_jp)でお知らせします。
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◆12 ユニットを 2 つのチームに分けてゲーム屋台を展開
ねこ耳ちびキャラとして登場する 12 ユニットを“黒猫チーム”、“三毛猫チーム”に分け、チームごとの景品がもらえるゲーム屋台が登場し
ます。
名称：ジュエルを集めよう！プロデュースくじ

黒猫チーム参加ユニット

価格：500 円/1 回
黒猫型の抽選箱には「大・中・小」異なる大きさの“ジュエル”が入ってい
ます。抽選箱からカプセルを取り出し、入っていた“ジュエル”の大きさ毎
に景品をお渡しします。

【Trickstar】【UNDEAD】【流星隊】
【2wink】【Switch】【Eden】

景品例

S 賞※12/22 より登場

A賞

B賞

C賞

トート(全６種)

アクリルスタンド(全 22 種)

75 ㎜缶バッジ(全 11 種)

75 ㎜缶バッジ(全 11 種)

名称：キャット＊ライブガラポン！！

三毛猫チーム参加ユニット

価格：500 円/1 回
猫の形のガラポンをくるっとまわして、出た玉の色に毎に景品をお渡しします。

【fine】【紅月】【Knights】【Ra＊bits】
【Valkyrie】【MaM】

景品例

A賞

B賞

C賞

アクリルスタンド(全 19 種)

75 ㎜缶バッジ(全 11 種)

75 ㎜缶バッジ(全 13 種)

S 賞※12/22 より登場
トート(全６種)

◆園内にいるアイドルたちに差し入れを届けに行こう！『～とどけ！癒しの差入れラリー～』
名称：『とどけ！癒しの差入れラリー』

参加特典：パスケース(全 12 種)
＜デザイン例＞

価格：1,000 円/1 回
①

受付で各ユニットのメンバーの居場所が書かれたメモと“差し入れ”
をお渡しします。

②

メモをヒントに、差し入れを届けるユニットのメンバーを探しましょう。

③

ユニットメンバーのうち、誰か一人でも見つけたら差し入れを渡して
撮影してください。
ゴールで写真をみせてお礼の品(参加特典)を受け取ってください。
表面
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表面

裏面
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◆描き下ろしイラストのオリジナルグッズを販売
描き下ろしのねこ耳ちびキャライラストや「Knights」の等身イラストをあしらったオリジナルグッズを販売します。
「あんさんぶるスターズ！」関連商品を 1 会計につき 3,000 円(税込)お買い上げ毎に、お好きなキャラクターの猫型オリジナルブロマイ
ド(全 41 種)を 1 枚プレゼントします。
オリジナルグッズ例
キラキラ缶バッジコレクション(4 グループ/全 46 種)

アクリルスタンド (全 5 種)

※グループごとにランダム封入

価格：各 1,800 円

価格：各 400 円

ねこ耳フードマフラータオル (全 12 種)※12/22 より登場

ねこ耳ポーチ(全 12 種)※12/22 より登場

価格：各 3,000 円

価格：各 1,950 円

表面

内側はキャラクター
プリント！

裏面

グッズ購入ノベルティ：猫型オリジナルブロマイド(全 41 種) デザイン例

◆ 『あんさんぶるスターズ！in ナンジャタウン ～キャット＊フェスティバル～ 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るサテライト店舗の展開が決定！開催エリ
アや期間などは「あんさんぶるスターズ！in ナンジャタウン ～キャット＊フェスティバル～ サテライト」特設サイトで後日お知らせします。
「あんさんぶるスターズ！in ナンジャタウン ～キャット＊フェスティバル～ サテライト」」特設サイト
https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/ensemblestars_nts/
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◆『あんさんぶるスターズ！in ナンジャタウン ～キャット＊フェスティバル～』イベント参加証付き入園券の事前販売について
11 月 22 日(木)~11 月 25 日(日)の４日間は「ジュエルを集めよう！プロデュースくじ」「キャット＊ライブガラポン！！」「とどけ！癒
しの差入れラリー」へのご参加、およびオリジナルグッズの購入は、『イベント参加証付き入園券』が必要になります。『イベント参加証付
き入園券』は 10 月 19 日(金)12 時より専用サイトでプレオーダーの受付が開始されます。
詳細につきましては『あんさんぶるスターズ！in ナンジャタウン ～キャット＊フェスティバル～』特設サイトをご覧ください。
『あんさんぶるスターズ！in ナンジャタウン ～キャット＊フェスティバル～』特設サイト：
https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/stars/

『あんさんぶるスターズ！』とは…
豪華声優陣が出演の、今年サービス開始 3 周年を迎えた男子アイドル育成プロデュースゲーム。
イケメンアイドルを自分好みにプロデュース！？
41 人の個性溢れる魅力的なアイドル達から、最高のアイドルユニットを育てよう！
もちろん全キャラに豪華声優陣によるボイス付き！
【公式サイト URL】 https://stars.happyelements.co.jp/
【公式 Twitter】

https://twitter.com/ensemble_stars
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