
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、アイディアファクトリー株式会社が

展開する乙女ゲームブランド「オトメイト」とのタイアップイベント「オトメイト in ナンジャタウン 2015～EARLY 

SUMMER FESTIVAL（アーリーサマーフェスティバル）～」を、2015 年 5 月 15 日(金)から 7 月 5 日(日)まで開催しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《個室型立体音響お化け屋敷 地獄便所×オトメイト「秋霖
しゅうりん

学園
がくえん

の不思議な噂」登場！》 

立体音響で怖い話を聞くことができる既存アトラクション

「地獄便所」が、イベント期間限定でオトメイトの乙女ゲー

ム「CLOCK ZERO ～終焉の一秒～」仕様になります。 

個室でヘッドホンを装着すると、まるで近くにキャラク

ターがいるかのように耳元で会話が繰り広げられ、作品の世

界に入り込んだような錯覚に陥ります。 

本アトラクションのだけのオリジナルストーリーとリアルな

サウンドで臨場感溢れる体験が貴方を待ち受けています。 

 

 
※商品は数に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。 ※画像は全て開発中のイメージです。 ※価格は全て税込みです。 

※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。 
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人気乙女ゲームがナンジャタウンに大集合！ 

「オトメイト in ナンジャタウン 2015～EARLY SUMMER FESTIVAL～」開催 

2015 年 5 月 15 日（金）～7月 5 日（日） 

デザート＆フード 一例 ／ 「薄桜鬼」 

「俺達の魂は、誠の旗のもとに一つ！」～新選組ケーキ～ 

(780 円) 

イベント概要 

■登場作品 
「AMNESIA」、「CLOCK ZERO ～終焉の一秒～」、「Code:Realize 

～創世の姫君～」、「DIABOLIK LOVERS」、 

「NORN9 ノルン＋ノネット」、「薄桜鬼」、「華ヤカ哉、我ガ一

族」の 7 作品が登場します。 

■サウンドアトラクション登場！ 
キャラクターが近くにいるかのような臨場感が味わえるサウ

ンドアトラクションが登場します。 

■デザート＆フードが登場！(19 種) 
7 作品をモチーフにしたコラボメニューが登場します。 

■2 つのミニゲームが登場！ 
「Code:Realize ～創世の姫君～」、「CLOCK ZERO ～終焉の一秒

～」のミニゲームが登場します。 

■ネコ耳Ver.イラストを使用した景品やグッズが登場！
ネコ耳をつけたキャラクターのイラストを使用したイベント

限定の景品やグッズが登場します。 

■クレーンゲーム機にオリジナル景品が登場！ 

■グッズコーナーが登場！ 

※詳細は 2 枚目以降に掲載 
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オトメイト in ナンジャタウン 2015～EARLY SUMMER FESTIVAL～ 詳細 添付資料(1/2) 

■個室型立体音響お化け屋敷 地獄便所×オトメイト「秋霖学園の不思議な噂」概要  

本アトラクションのために書き下ろされた 

「CLOCK ZERO ～終焉の一秒～」オリジナルストーリーをヘッドホンを 

装着して聞くサウンドアトラクション。 

録り下ろしのボイスはダミーヘッドマイクで収録され、すぐ側に 

キャラクターがいるかのような臨場感溢れる体験ができます。 

 

《登場キャラクター》 

・海棠鷹斗 (かいどう たかと) ／ cv 浪川大輔 

・加納理一郎 (かのう りいちろう) ／ cv 前野智昭 

・英央 (はなぶさ なかば) ／ cv 須藤翔 

 

《ストーリー》 

「学園の 7 不思議に迫ろう！」という央の思いつきのもと、  

夜の秋霖学園 (しゅうりんがくえん )を探検することになった 

あなたと、鷹斗、理一郎、央の 4 人。まず足を運んだのは  

1 階の使用禁止トイレ。ハサミを持った女幽霊が出現する  

らしいとの噂を確かめるため中に入るが… 

 

【開催期間】2015 年 5 月 15 日(金)～7 月 5 日(日) 

【開催場所】もののけ番外地(ナンジャタウン内) 

      ※既存アトラクション「地獄便所」にて、 

イベント限定ストーリーを楽しめます。 

【利用料金】500 円 ※現金利用のみ 

【所要時間】約 10 分 

■デザート＆フード（19 種）一例  

 1 品お買い上げごとにオリジナルブロマイドを 1 枚プレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※商品は数に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。 ※画像は全て開発中のイメージです。 ※価格は全て税込みです。 

※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。 

千鶴の桜舞う皿盛りソフト 

(650 円) 

桃色の着物に、白の袴を着て

いる千鶴をイメージした皿

盛りソフトです。男装姿で生

活する中でみられる、千鶴の

女性らしい一面を表現しま

した。髪飾りのリボンや桜、

扇はパリパリクレープで出

来ています。 

アトラクション「地獄便所」 

個室に入って、立体音響で語られる怖い話を聞く

サウンドホラーアトラクション。 

本イベントでは、「CLOCK ZERO ～終焉の一秒～」

のキャラクターと一緒に夜の学園を探検するオ

リジナルストーリーが楽しめます。 
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「薄桜鬼」3 種 「AMNESIA」2 種 

「CLOCK ZERO ～終焉の一秒～」5 種 「Code:Realize ～創世の姫君～」2 種 

失われた記憶～AMNESIA の

チョコレートパフェ～ 

(800 円) 

アムネシアのキャラクター

をイメージして、ハート、ダ

イヤ、スペード、クローバー

のマークをチョコレートで

書き、ジェラートに添えまし

た。月は、ウキョウをイメー

ジ！これを食べれば、失った

記憶を取り戻せるかも…？ 

レストラン「HANABUSA」 

特製☆ワンスプーン創作餃子 

(680 円) 

レストラン「HＡNABUSA」総

支配人の息子の央が、ナン 

ジャタウンのために特製料理

を作ってくれました！１つは

円の好物のオムライス風餃

子、もう１つは央の好物のハ

ンバーグ風餃子のメニューで

す。 

泥棒紳士アルセーヌ・ルパンの

フィッシュ＆チップス 

～今宵、美味しい料理で姫君の

ハートを奪いに行きます～ 

(780 円) 

イギリスの伝統的料理のフィッ

シュ＆チップスに、ポテト餃子

を加えてアレンジしました。 

ルパンの衣装カラーのケチャッ

プとバジルマヨネーズに帽子型

の海苔を添えています。これを

食べたら、あなたの心も奪われ

てしまうかも?! 



オトメイト in ナンジャタウン 2015～EARLY SUMMER FESTIVAL～ 詳細 添付資料(2/2) 

■デザート＆フード（19 種）一例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネコ耳 ver.のイラストを使用したイベント限定グッズや景品が盛りだくさん！ 

■ミニゲーム  

「Code:Realize ～創世の姫君～」、「CLOCK ZERO ～終焉の一秒～」の 2 つのミニゲームが登場！ 

結果に応じてオリジナル景品がもれなくもらえます。 

【場所】ブラック・サロン(ナンジャタウン内) 

【料金】各 1 回 400 円 

※ミニゲームの詳細は 

ナンジャタウン公式サイトにてお知らせします。 

■グッズコーナー、クレーンゲーム機用オリジナル景品が登場！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※商品・景品は数に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。 ※画像は全て開発中のイメージです。 ※価格は全て税込みです。 

※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。 

「薄桜鬼」 

パスポートホルダー(6 種) 

各 1,200 円 

「DIABOLIK LOVERS」5 種 「NORN9 ノルン＋ノネット」1 種 

「華ヤカ哉、我ガ一族」1 種 

無神四兄弟の 

仲良し?!クレープ 

(780 円) 

無神兄弟をイメージしたク

レープが福袋デザート横丁

に登場！兄弟間の結束が固

く、仲の良い四人のイメージ

カラーで薔薇を描き、棺から

は血…に見立てた、ミックス

ベリーソースをかけました。 

空飛ぶノルンの桃パンケーキ 

(680 円) 

作品中に登場する桃のエピ 

ソードから、桃にちなんだパン

ケーキをご用意しました！ 

パンケーキの上に、桃とパイ生

地をのせ、チョコレートで作っ

た羽根を添えれば完成！この

パンケーキを食べて、ノルンの

世界にタイムスリップしよ

う！ 

宮ノ杜家ノ華ヤカナ茶会 

(880 円) 

宮ノ杜家のお茶会に貴方を

ご招待。志栄堂パーラーが

誇る春ノ新作！三色団子風

デザート餃子に、餡子とホ

イップクリームを添えて、

モダンな味わいに仕上げた

一品です。 

薫り高い梅昆布茶と共にお

召し上がり下さいませ！ 

「DIABOLIK LOVERS」 

ミニ缶バッジ 2 個入り

(12 種ランダム/32mm) 

500 円 

「NORN9 ノルン＋ノネット」 

ミニダイカットクッションストラップ 

(9 種) 

「薄桜鬼」 

スティックキャンディ(6 種) 

各 350 円 
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「Code:Realize ～創世の姫君～」 

75mm 缶バッジ(10 種) 

【グッズ一例】 

「CLOCK ZERO ～終焉の一秒～」 

アクリルキーホルダー(12 種) 

【景品一例】 

【クレーンゲーム機景品一例】 


