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バンドメンバーが“ねこ”になっちゃった！？
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ダブルエーサイド

「アルゴナビスfrom BanG Dream! AAside in ナンジャタウン
～あるごにゃびすと対バンふぇす！～」
10月9日(金)よりスタートにゃん！

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、2021年初春の配信を予定して
いるスマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」との初コラボレーション「アルゴナビ
ス from BanG Dream! AAside in ナンジャタウン ～あるごにゃびすと対バンふぇす！～」を2020年10月9日(金)から11月23
日(月・祝)まで開催します。
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ライブハウスでの“対バン”をテーマに、5つのバンド「Argonavis」「GYROAXIA」「Fantôme Iris」「⾵神RIZING！」「εpsilonΦ」
から10人のメンバーが、ナンジャタウンとのコラボに合わせ、ねこの衣装を着たかわいいちびキャライラストとなって登場します。コラボ会場
では、画面に映るメンバーの指導を受けながら実物のギターを弾いて遊ぶミニゲームや、オリジナル景品がもれなくもらえるサプライズ
ロッカーくじが楽しめるほか、作品をモチーフにしたデザート&フードやドリンク、オリジナルグッズを販売します。
さらに期間終了後は、「ナンジャタウン出張所」(大阪・梅田)で出張開催するほか、オリジナルグッズのインターネット通販を予定し
ており、東京近郊以外の方もお楽しみいただけます。出張開催およびインターネット通販の詳細は、後日コラボ特設サイトとナンジャタ
ウン公式Twitter(@namjatown765)でお知らせします。
【タイトル】アルゴナビス from BanG Dream! AAside in ナンジャタウン
～あるごにゃびすと対バンふぇす！～
【開催期間】2020 年 10 月 9 日(金)～11 月 23 日(月・祝)
◆ミニゲーム「メンバー直接指導！？ギターをかき鳴らせ！」「ドキドキ！サプライズロッカーくじ」
◆オリジナルデザート＆フード、ドリンクの販売
◆オリジナルグッズの販売

「アルゴナビス from BanG Dream! AAside in ナンジャタウン ～あるごにゃびすと対バンふぇす！～」特設サイト

https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/aaside/
【詳細は次ページ以降をご覧ください】
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◆ミニゲーム「メンバー直接指導！？ギターをかき鳴らせ！」
画面に映るメンバーの指導を受けながら、流れる映像に合わせて実物のギターを弾いて遊ぶゲームです。
「対バンふぇす」特別企画！ギタリストがキミの腕前をみてくれる！？
結果に応じてスカウト賞、インディーズ賞いずれかの景品がもれなく１つもらえます。
価格：800 円/1 回
営業時間：10時～20時
スカウト賞

インディーズ賞

ミニタオル＆アクリルカラビナ⾵キーホルダー(全5種)

POP スタンド(全25種/バンドごとにランダム配付)

◆ミニゲーム「ドキドキ！サプライズロッカーくじ」
複数あるロッカーの扉から 1 つを選んで開ける抽選くじです。
ロッカーの扉を開けると中にメンバーからのサプライズプレゼントが！キミが選ぶロッカーには何が入っているかな？
結果に応じて A 賞～C 賞いずれかの景品がもれなく１つもらえます。
価格：600 円/1 回
営業時間：10時～20時

A 賞：ねこみみ付き巾着

B 賞：ドミテリアキーホルダー

C 賞：56mm 缶バッジ

（全5種）

（全10種）

（全10種/ランダム配付）
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◆オリジナルグッズ
販売場所：ナジャモジャマーケット(ナンジャタウン園内のグッズショップ)
コラボ限定イラストとなる、ちびキャライラストを使用したオリジナルグッズを販売します。
「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」関連商品を、1会計につき2,000円お買い上げごとに「オリジナルねこ型イラストシー
ト」(全25種/ランダム配付)を1枚プレゼントします。
＜オリジナルグッズ 一例＞

ねこ型缶バッジコレクション(全 10 種)

ネームバッジコレクション A・B(全 25 種)

価格：1個550円(ランダム封入)

価格：1個700円(A・Bそれぞれランダム封入)

ねこみみサコッシュ(全 5 種)

アクリルスタンド(全10種)

価格：各 2,450 円

価格：各 1,100 円

＜グッズ購入ノベルティ＞
オリジナルねこ型イラストシート(全25種)一例

2連アクリルキーホルダー(全10種)

※ランダムでのお渡しとなります。

価格：各 1,250 円

※ナンジャタウンでのコラボ期間終了後にオリジナルグッズのインターネット通販を予定しています。詳細は後日コラボ特設サイトなどでお
知らせします。(インターネット通販をご利用の際は、購入特典の「オリジナルねこ型イラストシート」は付きません。)
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◆オリジナルデザート＆フード
販売場所：「ナンジャ餃子スタジアム」 「福袋デザート横丁」各店舗
「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」の各バンドやメンバーをモチーフにしたオリジナルデザート＆フード(全10種)を販売し
ます。1品ご注文ごとに、各メニューに紐づいた絵柄の「オリジナルねこ型イラストシート」(全10種)を1枚プレゼント！
＜オリジナルデザート＆フード一例＞

蓮と結人の「夢に向かって突き進め！」

礼音と涼と深幸の

フェリクスと燈の銀の百合咲き乱れし

ダブルソースの唐揚げサンド

実力ハーモニーが響く熟練のトマトそば

夜会のジェリーアイスティー

価格：950 円

価格：930 円

価格：850 円

⾵太と絋平の
パワー満点！★☆元気印☆★ミニ角煮丼

奏と唯臣と玲司のワッフルコーンアイス

価格：950 円

価格：930 円

◆大阪・ナンジャタウン出張所での開催が決定！
大阪・梅田の『namco HEP FIVE 店』 内にある「ナンジャタウン出張所」で、楽しさそのままにコンパクトなスタイルでお楽しみいた
だける「アルゴナビス from BanG Dream! AAside in ナンジャタウン出張所 ～あるごにゃびすと対バンふぇす！～」の開催を予定
しています。詳細は後日、ナンジャタウン出張所公式サイトにてお知らせします。
※オリジナルデザート＆フードのお取り扱いはございません。

「アルゴナビス from BanG Dream! AAside in ナンジャタウン出張所 ～あるごにゃびすと対バンふぇす！～」
開催場所：大阪・梅田『namco HEP FIVE店』内「ナンジャタウン出張所」
開催期間：2020年11月27日(金)～12月20日(日)
【ナンジャタウン出張所公式サイト】 https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/shutchojo/
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