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テレビアニメ「鬼滅の刃」の炭治郎たちとお祭り気分が楽しめる！
ま つ り び よ り

“「鬼滅の刃」祭日和”
3月11日(金)から、池袋、横浜、博多で同時開催！

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、テレビアニメ「鬼滅の刃」とのコラボレーション催事“「鬼滅の刃」祭日和”を、2022年3月
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11日(金)から5月15日(日)まで、東京・池袋の「NAMJATOWN」、神奈川・横浜の「横浜ワールドポーターズ」、福岡・博多の「キャ
ナルシティオーパ」で同時開催します。さらにオンライン展開となる「ナムコパークス オンラインストア」ではグッズ販売も行います。
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本催事では“お祭り”をテーマに、和装を着用した竈門炭治郎・竈門禰豆子・我妻善逸・嘴平伊之助・宇髄天元のufotable描き
やぐら

おろしの等身イラストが登場。3つの会場では、夜の長屋がお祭りで華やぐ様子をイメージしたコラボエリアに、提灯で飾られた櫓 やお祭
り屋台風のミニゲーム屋台が並び、もれなくオリジナル景品がもらえる5つのミニゲームと回遊型ラリーゲームがお楽しみいただけます。描
きおろしイラストを使用したオリジナルグッズやお祭り気分がさらに盛り上がるオリジナルデザート＆フードも販売します。
また、池袋会場限定で、ナンジャタウンの名物アトラクション「銭湯クイズどんぶらQ」が「鬼滅の刃」とのコラボバージョンとなり、テレビア
ニメ「鬼滅の刃」に関するオリジナルクイズにご挑戦いただけます。
インターネット通販の「ナムコパークス オンラインストア」では、会場で販売するオリジナルグッズ※１に加え、オンライン限定商品「ぬいぐ
るみ (全5種)」を販売します。
さらに、コラボ開催を記念してオリジナルグッズが抽選で当たるプレゼントキャンペーンをナンジャタウン公式
Twitter( @namjatown765 ）で3月11日(金)より5回連続で実施します。

【特設サイト】 https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/kimetsu-matsuribiyori/
【詳細は次ページ以降をご覧ください】
※1)一部商品は会場限定販売です。
※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。
※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。
なお、同会場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。
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■ufotable描きおろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売！
コラボ期間中、ufotable描きお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。
会場限定ノベルティとして、テレビアニメ「鬼滅の刃」関連商品を1会計につき3,000円(税込)以上お買い上げの方に、紙製ショッ
パー(全1種)を1つお渡しします。
「ナムコパークス オンラインストア」および「プレミアムバンダイ」では、会場で販売するオリジナルグッズ(※一部商品を除く)に加え、オン
ライン限定商品として「ぬいぐるみ(全5種)」を販売します。商品詳細は後日、各ホームページでお知らせします。
＜インターネット通販＞
◆ナムコパークス オンラインストア https://parks2.bandainamco-am.co.jp/
◆プレミアムバンダイ https://p-bandai.jp/namjaonlineshop/
2022年3月11日(金)10:00～5月16日(月)23:00
※2022年８月頃お届け予定です。 ※インターネット通販では購入特典のショッパーは付属しません。 ※別途送料がかかります。

※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。 ※価格はすべて税込みです。 ※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。

「鬼滅の刃」祭日和 詳細

添付資料(2/6)

【オリジナルグッズ情報】
①宇髄天元のマニキュアセット(全1種)

②トレーディング56ｍｍ缶バッジ(全10種)

③アクリルスタンド(全5種)

価格：2,750円

価格：1個500円 ※ランダム封入

価格：各1,430円

サイズ：W33×H61mm

サイズ：直径56mm

サイズ：W75×H150mm内

宇髄天元の爪をイメージした「赤」と「緑」のマニキュア ノーマル仕様5種・ホログラム仕様5種の56mm缶

描きおろしイラストを使用したアクリルスタンドです。

2色セット(各10ml)です。

バッジです。

④ネームバッジ(全17種)

⑤リバーシブルバッグ(全5種)

⑥ソックス(全5種)

価格：1個660円 ※ランダム封入

価格：各3,300円

価格：各1,320円

サイズ：W60×H50mm内

サイズ：W375×H380ｍｍ

サイズ：フリーサイズ(25～27cm)

キャラクターの名前が書かれたねこ型のネームバッジで 色鮮やかな描きおろしイラストとシンプルなねこのアイ
コンデザインを表と裏にそれぞれにプリントしたリバーシ
す。

各キャラクターのイメージカラーをベースに、ねこのアイ

⑦祭日和セット(全5種)

⑧巾着セット(全1種)

⑨【会場限定商品】メモ帳(会場別 全3種)

価格：各5,500円

価格：1,650円

価格：各550円

サイズ：グラス直径65mm、プレート直径

サイズ：大/約W175×H260mm、中/約W140

サイズ：W201×H86mm

120mm、アクリルコースター直径90mm

×H175mm、小/約W100×H130mm

ブックタイプのメモ帳です。会場ごとに販売する絵柄が

コンをワンポイントに施した靴下です。

ブルバッグです。

描きおろしイラストとねこのアイコンをデザインした巾着 異なります。
横浜：【A】竈門炭治郎＆竈門禰豆子
グラス・ガラスプレート・アクリルコースターのセットです。 を大中小3枚セットにしました。
博多：【B】我妻善逸＆嘴平伊之助
描きおろしイラストのモチーフアイコンをデザインした、

池袋：【C】宇髄天元
⑩ビッグアクリルスタンド(全5種)

⑪ノート(全5種)

⑫ペンケース(全1種)

価格：各4,400円

価格：各660円

価格：1,650円

サイズ：W120×H250mm内

サイズ：B6

サイズ：W200×D20×H90mm

ビッグサイズのアクリルスタンドです。

持ち運びやすいサイズのノートです。

ねこのアイコンを総柄にデザインしたペンケースです。

中面には、それぞれねこのアイコンがあしらわれていま
す。
⑬ボールペン(全5種)

⑭Tシャツ(全2種)

⑮金平糖(全5種)

価格：各550円

価格：各3,300円

価格：各500円

サイズ：139mm インク：黒

サイズ：ブラック/Lサイズ ・ ホワイト/140サイズ

サイズ：直径56mm×H70mm

各キャラクターのイメージカラーをベースに、ねこのアイ

描きおろしイラストがデザインされたTシャツです。ブラッ キャラクターごとに異なる2色の金平糖が小ぶりの瓶に
クは大人Lサイズ、ホワイトはキッズ140サイズです。 入っています。

コンがデザインされたボールペンです。

【会場限定ノベルティ】紙製ショッパー(全1種)

サイズ：W270×D110×H350mm
テレビアニメ「鬼滅の刃」関連商品を1会計につき3,000円(税込)以上お買い上げの方に1つプレゼント！※なくなり次第配布終了。

※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。 ※価格はすべて税込みです。 ※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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■【会場限定】ufotable描きおろしイラストを使用したオリジナル景品がもらえるミニゲーム！
コラボ期間中、ufotable描きおろしイラストを使用したオリジナル景品がもらえる5つのミニゲームを各会場で展開します。

4月16日(土)からは、A賞に追加景品「サテンミニポーチ(14種)」、C賞「ステッカー」に追加デザイン5種が登場します。

【ミニゲーム/オリジナル景品情報】
炭治郎の水みくじ

禰豆子を探せ！

霹靂一閃 善逸のコロコロボールゲーム

1回/500円

1 回/500 円

1 回/500 円

1

A賞：クッション(全5種)

５

A賞：タペストリー(全5種)

6

A賞：飾り番傘(全6種)

2

B賞：クリアファイル(全6種)

2

B賞：クリアファイル(全6種)

7

B賞：スライド缶(全6種)

3

C賞：ステッカー(全5種/ランダム配付)

3

C賞：ステッカー(全5種/ランダム配付)

3

C賞：ステッカー(全5種/ランダム配付)

※4/16(土)以降は全10種

※4/16(土)以降は全10種

※4/16(土)以降は全10種

4

D賞：根付(全14種)

4

D賞：根付(全14種)

4

D賞：根付(全14種)

11

【4/16(土)追加登場】

11

【4/16(土)追加登場】

11

【4/16(土)追加登場】

A賞：サテンミニポーチ(全14種)

A賞：サテンミニポーチ(全14種)

猪突猛進！伊之助の巣穴くじ

ド派手に回せ！天元の巨大ガラポン

1回/500円

1 回/500 円

8

A賞：てぬぐい(全6種)

7

B賞：スライド缶(全6種)

3

C賞：ステッカー(各5種/ランダム配付)

9

A賞：リボンスカーフ(全5種)

10

B賞：キャラスタンド(全5種)

3

※4/16(土)以降は全10種

※「炭治郎の水みくじ」「禰豆子を探せ！」の
B賞：クリアファイルは同一の景品です。
※「霹靂一閃 善逸のコロコロボールゲーム」「猪突猛進！伊之
助の巣穴くじ」のB賞：スライド缶は同一の景品です。
※C賞：ステッカーは全ミニゲーム同一の景品です。

C賞：ステッカー(各5種/ランダム配付)

※D賞：根付は全ミニゲーム同一の景品です。

※4/16(土)以降は全10種

※A賞：サテンミニポーチは全ミニゲーム同一の景品です。

4

D賞：根付(全14種)

4

D賞：根付(全14種)

11

【4/16(土)追加登場】

11

【4/16(土)追加登場】

A賞：サテンミニポーチ(全14種)

A賞：サテンミニポーチ(全14種)

A賞：サテンミニポーチ(全14種)

※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。 ※価格はすべて税込みです。 ※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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■【会場限定】ufotable描きおろしイラストを使用したオリジナル景品がもらえるラリーゲーム！
オリジナルストーリーで展開する回遊型ラリーゲームを各会場でお楽しみいただけます。
ゴールするともれなくオリジナル景品をプレゼント！
【料金】

1回/700円
【オリジナル景品】

POPスタンド(全5種)
※ランダム配付

■【会場限定】オリジナルデザート＆フード(全16種)を販売！
作品やキャラクター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。 ※会場ごとに販売商品が異なります。
対象メニューを1品お買い上げごとに、メニューに紐づいたイラストシート(池袋/全10種・横浜＆博多/全5種)を1枚プレゼント！

※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。 ※価格はすべて税込みです。 ※画像はイメージです。
※景品・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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【オリジナルデザート＆フード情報】 ※会場ごとに販売商品が異なります。
池袋会場／ナンジャタウン
①竈門炭治郎のねこアイスカップ

②竈門禰豆子の桃色御膳

③我妻善逸の

④嘴平伊之助の

価格：960円

価格：990円

猫行灯オレンジソーダフロート

～ほわほわ～味噌だれ五平餅

価格：890円

価格：900円

⑤宇髄天元のカラフル水風船アイス
価格：990円

ぎ ゅ う た ろ う

ばっこちょうりょう

ば ん か

⑥美しき鬼・堕姫のストロベリードリンク ⑦妓夫太郎の跋弧跳梁・蕃茄茶そば
価格：890円
価格：990円

⑨炭子・善子・猪子の三色ミニおにぎり ⑩鬼棲む夜の遊郭クレーププレート

⑪お持ち帰り冷凍餃子(14個入り)

価格：990円

価格：1,500円

価格：980円

⑧雛鶴・まきを・須磨のくノ一ドリンク
価格：890円

※ナンジャタウン内の自動販売機で販売しま
す。パッケージは全2種です。

横浜会場／横浜ワールドポーターズ
博多会場／キャナルシティオーパ
⑫炭治郎と禰豆子の祭日和あんみつ

⑬善逸と伊之助のパチパチ＆ほわほわ ⑭天元のド派手なチョコバナナパフェ

⑮フォーチューンラテ (全5種)

価格：950円

フロート

価格：各690円

価格：950円

価格：890円

3会場共通
⑯ねこ型アクリルコースター付きソフトド

⑰プリントプリン (全5種)

リンク

価格：各680円

価格：980円

※お持ち帰り専用商品です。

お好きなドリンクにねこ型アクリルコースター
(全5種/ランダム配付)が1つ付きます。

※冷凍餃子、ねこ型アクリルコースター付きソフトドリンク、プリントプリンはイラストシートプレゼント対象外です。

■【ナンジャタウン限定】「銭湯クイズどんぶらQ」と「鬼滅の刃」とのコラボアトラクションでオリジナルクイズに挑戦！
ナンジャタウン名物のライド型クイズアトラクション「銭湯クイズどんぶらQ」が、期間限定でコラボバージョンの“「鬼滅の刃」×銭湯クイ
ズどんぶらQ”となり、テレビアニメ「鬼滅の刃」に関するクイズを出題します。竈門炭治郎(CV:花江夏樹)、我妻善逸(CV:下野紘)、
嘴平伊之助(CV:松岡禎丞)のオリジナルボイスによる演出もあり、クイズをさらに盛り上げます。
コラボアトラクションをご体験いただいた方にはお祭りチケット(全10種/ランダム配付)を1枚プレゼントします。
【コラボアトラクション情報】

1 回/800 円
※ナンジャタウンで販売しているナンジャコイン(80 ナンジャ/1 回)や、ナンジャパスポート/ナイトパスポートでもご利用いただけます。
＜コラボアトラクション体験ノベルティ＞

お祭りチケット(全10種/ランダム配付)
※実際のチケットとしてはご利用いただけません。
※パスポートご利用の場合、パスポート1枚につき1枚のお渡しとなります。
▲ユラユラ揺れる「たこ」や「かえる」のライドに乗りながら、クイズ番組をライブ感覚で体験できるライド型クイズアトラクション！「銭湯クイズどんぶら Q」。(120cm 未満
の方がご利用の際は 16 歳以上の付き添いが必要です。)
※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。 ※価格はすべて税込みです。 ※画像はイメージです。
※景品・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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■コラボ開催記念！ Twitterキャンペーン！
ナンジャタウン公式Twitterアカウントをフォローして、指定のツイートをリツイートしていただいた方の中から抽選で、オリジナルグッズセッ
トを各回5名さま、計25名さまにプレゼントします。
【リツイートキャンペーン期間 (全5回)】
①

2022年3月11日(金)12:00～3月13日(日)23:59

②

2022年3月14日(月)12:00～3月16日(水)23:59

③

2022年3月17日(木)12:00～3月19日(土)23:59

④

2022年3月20日(日)12:00～3月22日(火)23:59

⑤

2022年3月23日(水)12:00～3月25日(金)23:59

【ナンジャタウン公式 Twitter アカウント】
https://twitter.com/namjatown765
( @namjatown765 )
【プレゼント内容】
オリジナルグッズ キャラクターセット
(1)缶バッジ(2)アクリルスタンド(3)リバーシブルバッグ(4)祭日和セット(お皿＋グラス＋コースターセット)
(5)ネームバッジ(6)ソックス(7)ビッグアクリルスタンド(8)ノート(9)ボールペン
コラボで販売する上記オリジナルグッズをキャラクターごとのセットにしてプレゼントします。
初回となる 3/11(金)～3/13(日)の抽選では竈門炭治郎のグッズセットを 5 名さまにプレゼント！
キャンペーン詳細は、特設サイトをご確認ください。

■“「鬼滅の刃」祭日和”開催情報
＜池袋会場＞
開催場所：NAMJATOWN(ナンジャタウン)
住

所：東京都豊島区東池袋 3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 2F・3F

＜横浜会場＞
開催場所：横浜ワールドポーターズ 2F 特設会場
住

所：神奈川県横浜市中区新港2丁目2-1横浜ワールドポーターズ 「ワールドポーターズビブレ」2階

＜博多会場＞
開催場所：キャナルシティオーパ B1F 特設会場
住

所：福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-74 キャナルシティ博多 サウスビルB1F

＜オンライン＞ ※オリジナルグッズ販売のみ
2022 年 3 月 11 日(金)10:00～5 月 16 日(月)23:00
◆ナムコパークス オンラインストア：https://parks2.bandainamco-am.co.jp/
◆プレミアムバンダイ：https://p-bandai.jp/namjaonlineshop/

【特設サイト】 https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/kimetsu-matsuribiyori/
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