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MANKAIカンパニーの劇団員たち24人がおもてニャし！？ 

「A3! in ナンジャタウン -いやしの森のおもてニャし-」 

2月3日(木)より開催 
 

 

 

  

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する「NAMJATOWN
ナ ン ジ ャ タ ウ ン

」(東京・池袋)は、1月にリリース5周年を迎えるイケメン役者

育成ゲーム『A3!』とのコラボレーション催事「A3! in ナンジャタウン -いやしの森のおもてニャし-」を2022年2月3日(木)から3月13日

(日)まで園内のHugood
ハ グ ッ ド

!街区で開催します。 

本コラボは、作中の劇団「MANKAIカンパニー」に「ナンジャタウンで"リラックスできるおもてなしパフォーマンス"を演出してほしい！」と

いう依頼が舞い込み、ナンジャタウンを訪れるお客さまに特別なおもてなしをするというコンセプトで、劇団員24人が園内の緑あふれる

「ユニゾンガーデン」をイメージした衣装のねこ耳ちびキャライラストとなって登場します。また、今回のおもてなしの実行委員となる茅ヶ崎 

至(ちがさき いたる)、兵頭 九門(ひょうどう くもん)、兵頭 十座(ひょうどう じゅうざ)、雪白 東(ゆきしろ あずま)が描き下ろしの等身

大パネルとなって園内に登場し、録り下ろしボイスとともにみなさまをお迎えします。会場では、このイラストを使用したオリジナルグッズを

ご購入いただけるほか、質問に答えて劇団員おすすめのリラックス法を提案してもらうミニゲーム「おみやつき＊リラックスナビゲート」や、オ

リジナルデザート＆フードなどをお楽しみいただけます。 

開催期間中、「ナムコパークス オンラインストア」( https://parks2.bandainamco-am.co.jp/ )では、会場で販売するオリジ

ナルグッズをインターネット通販でご購入いただけるほか、会場と同じオリジナル景品が手に入る景品ミニゲームもご利用いただけます。さ

らにネットクレーンモール「とるモ」や直営アミューズメント施設「namco」の対象店舗では、コラボ限定アミューズメント景品「ハート型アク

リルバッジ」(全28種)が登場するなど、ご自宅や全国各地でもお楽しみいただける催事となります。 

さらに3月26日(土)からは、一部内容を変更し「Hugood! from NAMJATOWN」(大阪・梅田)でも開催します。 

「A3! in ナンジャタウン -いやしの森のおもてニャし-」 

開催期間：2022年2月3日(木)～3月13日(日) 

◆オリジナルグッズの販売 ※インターネット通販あり 

◆オリジナルデザート＆フードの販売 

◆ミニゲーム「おもてなし★フォーチューンケーキくじ」 

◆ミニゲーム「おみやつき＊リラックスナビゲート」 

◆フォトスポット＆録り下ろしボイススポット 

◆コラボ限定アミューズメント景品「ハート型アクリルバッジ」 

「A3! in ナンジャタウン -いやしの森のおもてニャし-」特設サイト 

https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/a3_2022/ 

【詳細は次ページ以降をご覧ください】 

 

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容が変更、中止となることがあります。 ※画像はイメージです。 

※商品・景品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。 
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「A3! in ナンジャタウン -いやしの森のおもてニャし-」詳細 添付資料(1/4) 

◆オリジナルグッズ                                                                   

コラボ限定イラストを使用したオリジナルグッズを販売します。『A3!』関連商品を1会計につき税込3,000円お買い上げごとに、お好き

な絵柄のねこ型カード (全24種)を1枚プレゼント！  

＜オリジナルグッズ一例＞ 

 

グリッター缶バッジコレクション  

(【春組・夏組】全14種/【秋組・冬組】全14種) 

価格：1個500円 ※ランダム封入 

 

アクリルスタンド[等身] (全4種)  

価格：各1,250円  

 

アクリルスタンド[ちびキャラ] (全24種) 

価格：各1,100円 

 

ブロマイドホルダー (全4種) 

価格：各2,000円 

 

ブロマイドコレクション (全4種)  

価格：2枚入り1セット400円 ※箔押しサイン付きはランダム封入 

 

 

◆ナムコパークス オンラインストア (インターネット通販)  

https://parks2.bandainamco-am.co.jp/category/GOODS/ 

販売期間：2022年2月3日(木)10:00～3月14日(月)23:00 

 

※商品の発送は2022年6月頃の予定です。 ※受注生産による販売となります。 ※別途送料がかかります。 ※インターネット通販では店頭購

入特典のねこ型カードは付きません。  

 

 

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容が変更、中止となることがあります。 ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 

※商品・特典は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。  
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＜店頭購入特典＞ 

ねこ型カード (全24種) 



 

「A3! in ナンジャタウン -いやしの森のおもてニャし-」詳細 添付資料(2/4) 

◆オリジナルデザート＆フード                                                             

『A3!』の各組をモチーフにしたオリジナルデザート＆フードを販売します。対象メニュー※1を1品お買い上げごとに、各メニューに紐づいた

絵柄のブロマイドを1枚プレゼント！(ブロマイドはメニューごとに3種の中から1枚お選びいただけます。) 

＜オリジナルデザート＆フード 一例＞ 

販売場所：ナンジャ餃子スタジアム・福袋デザート横丁 

 

春組の桜咲くスパークリングドリンク 

価格：950円 

 

 

夏組の笑顔満点チャーハン餃子プレート 

価格：990円 

 

 

秋組のシックなアイスカフェラテ 

価格：950円 

 

 

 

冬組のぽかぽかシチューライス 

価格：990円 

 

 

販売場所：Hugood!CAFÉ 

 

 

バースデーケーキ (誉/丞/咲也)※2  

ケーキ1個とドミテリアキーホルダー1個のセットです。 

価格：2,900円/ケーキ単品1,680円 

※お持ち帰り専用商品 

 

 

コラボドリンク各種 (春組/夏組/秋組/冬組)  

価格：各1,300円  

お好きな絵柄のねこ型アクリルコースター(全24種)が1つ付きます。 

 

※1…バースデーケーキ、コラボドリンクにブロマイドは付きません。 ※2…「Hugood! from NAMJATOWN」(大阪・梅田)では異なる4種(真澄/綴/千景/至)の

ケーキを販売します。  

オリジナルデザート＆フードのインターネット通販はありません。 
 

 

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容が変更、中止となることがあります。 ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 

※商品・特典は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。  
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「A3! in ナンジャタウン -いやしの森のおもてニャし-」詳細 添付資料(3/4) 

◆ミニゲーム「おもてなし★フォーチューンケーキくじ ( spring&summer / autumn&winter )」                                                          

幸運を占う当たり入りケーキ「フォーチューンケーキ」をイメージした抽選ゲームです。劇団員のパネルの前に置かれたケーキの置物から1

つを選び、手元のモニターに表示される結果に応じてもれなく景品が1つもらえます。同じゲーム内容で春組＆夏組の劇団員が登場す

る“spring&summer”と秋組＆冬組の劇団員が登場する“autumn&winter”があり、お好きな方をお選びいただけます。 

料金：600円/1回  

＜spring&summer 景品 一例＞ 

  

   
 

＜autumn&winter 景品 一例＞ 

 

 

 

◆ミニゲーム「おみやつき＊リラックスナビゲート」                                                               

モニターに表示される実行委員の4人からナビゲーターを1人選び、タッチパネルでいくつか選択式の質問に答えていくと劇団員24人の

おすすめリラックス法の中からぴったりなリラックス法を提案してもらえるゲームです。結果に関わらず、ランダムで“おみや(景品)”が1つも

らえます。 

料金：600円/1回 

＜おみや(景品) 一例＞ 

 

 

サテンリボン巾着 (全4種) 

 

 

 

POPスタンド (全28種) 

 

 

クリアステッカー (全12種/ランダム配付) 

「ナムコパークス オンラインストア」の景品ミニゲームでも抽選結果に応じて会場と同じ景品が手に入ります。 

◆ナムコパークス オンラインストア (景品ミニゲーム) 

https://parks2.bandainamco-am.co.jp/category/PRIZE/ 

期間：2022年2月3日(木)10:00～3月14日(月)23:00 

※オリジナル景品の発送は2022年6月頃の予定です。 ※はずれなしのデジタル抽選ゲームです。ゲーム内容はコラボ催事のものと異なります。 

※プレイ料金はコラボ催事のミニゲームと同じ価格です。 ※別途送料がかかります。 
 

 

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容が変更、中止となることがあります。 ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 

※景品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。 
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※おすすめリラックス法は医学的根拠に基づくものではありません。 

 A賞：アクリルボード (全14種)    B賞：ねこ型アクリルネームチャーム 

(全12種)   

 C賞：クリアカード (全14種/ランダム配付)   

 A賞：アクリルボード (全14種)    B賞：ねこ型アクリルネームチャーム 

(全12種)   

 C賞：クリアカード (全14種/ランダム配付)   



「A3! in ナンジャタウン -いやしの森のおもてニャし-」詳細 添付資料(4/4) 

◆コラボ限定アミューズメント景品                                                                

コラボ限定アミューズメント景品「ハート型アクリルバッジ」(全28種)が、ナンジャタウンに隣接する施設「プライズストリート＠サンシャ

インシティ」やnamco HEP FIVE店をはじめとする直営アミューズメント施設「namco」の対象店舗、ネットクレーンモール「とるモ」に

登場します。 

※「プライズストリート＠サンシャインシティ」はナンジャタウンにご入園いただかなくてもご利用になれます。 

＜アミューズメント景品 一例＞ 

 

 

ハート型アクリルバッジ (全28種) 

 

景品登場日 

ナンジャタウン隣接「プライズストリート＠サンシャインシティ」 ・直営アミューズメント施設「namco」 

2022年2月3日(木)  

▼直営アミューズメント施設「namco」対象店舗 

https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/a3_2022/crane.html 

 

ネットクレーンモール「とるモ」  

2022年2月3日(木)10:00 

▼「とるモ」WEBページ 

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/NT_A3_W 

▼｢とるモ｣ iOS アプリページ 

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/NY_A3_i 

▼｢とるモ｣ GooglePlay アプリページ 

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/NT_A3_A 

 

◆「A3! in ナンジャタウン -いやしの森のおもてニャし-」 大阪・梅田での開催について                                                             

池袋での会期終了後、3月26日(土)より「Hugood! from NAMJATOWN」(大阪・梅田)でも開催します。 

詳細はHugood! from NAMJATOWN公式サイトやTwitterでお知らせします。 
 

Hugood! from NAMJATOWN (大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 9階)  

開催期間：2022年3月26日(土)～4月24日(日) 

 

【公式サイト】 https://bandainamco-am.co.jp/tp/hugood/hugood-from-namjatown/ 

【公式Twitter】 @Hugoodfn_osaka ( https://twitter.com/Hugoodfn_osaka ) 

※催事内容は一部ナンジャタウンと異なります。 

 

 

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容が変更、中止となることがあります。 ※画像はイメージです。 

※景品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。 

 

なお、同店を含む当社施設では各種の新型コロナウイルス感染症対策を行っています。 

詳しくは当社ホームページ( https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html )をご覧ください。 

©Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved. 
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