報道関係各位

2014 年 2 月 27 日

news
release

東京都大田区矢口２-１-２１
www.namco.co.jp

№09-105

屋内に満開の桜!? いつでもお花見気分が味わえる特別イベント

「ナンジャ・桜まつり 2014」開催
2014 年 3 月 14 日（金）～2014 年 4 月 20 日（日）
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)にて、満開の桜をイメージした装飾で園内を
彩る、期間限定の特別イベント「ナンジャ・桜まつり 2014」を、2014 年 3 月 14 日(金)から 4 月 20 日(日)まで開催
します。お花見にぴったりの期間限定の餃子やデザートが登場し、期間中いつでもお花見気分を味わうことができます。
さらに、賞品が当たる期間限定謎解きイベントや、200 人前の桜ジェラートを無料で振る舞うイベントも開催します。

≪お花見餃子＆桜デザート登場≫
見た目にも華やかな桜まつり限定メニューが全 14 種登場します。
お花見がテーマの「お花見餃子」と、桜をモチーフにした「桜デザート」をお楽しみいただけます。
≪毎日がお花見日和！園内にお花見スポットが登場≫
ナンジャタウン内「ナンジャ餃子スタジアム」の広場が、満開の桜をイメージした
装飾で彩られます。屋内なので天候を気にせず、いつでもお花見の気分を味わう
ことができます。
≪期間限定謎解きイベント 謎猫モジャヴとお花見大作戦！≫
WEB と園内でクリア特典の異なる 2 つの謎解きが楽しめます。
■期間：2014 年 3 月 14 日(金)～4 月 20 日(日)
■WEB で謎解きコース…ナンジャタウン公式サイトから、気軽にチャレンジできる参加無料の謎解きです。
・クリアした方の中から抽選で 100 名様に、ナンジャタウンの入園が無料になるご招待メールを
お送りします。
■園内で謎解きコース…ちょっと難しい!?園内を巡る本格的な謎解きです。
・パスポートチケットでお 1 人様 1 日 1 回ご利用可能です。
・園内の謎解きをクリアした方全員に、ハズレなしの抽選で賞品をプレゼントします。
※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。
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≪桜まつり限定 お花見餃子＆桜デザート≫
お花見にぴったりの餃子や、桜をモチーフにしたデザートなど、見た目にも鮮やかな桜まつり限定メニューが全 14 種
登場します。お買い上げの際にナンジャパスポート提示で、オリジナルお花見ポストカードをプレゼントします。
■商品名：春のたけのこ餃子
■価 格：550 円
■店 舗：華興

■商品名：桜色スープ餃子
■価 格：530 円
■店 舗：全国ひとくち餃子の共演

たけのこの形をした、かわいい揚げ餃子です。中にはたけのこ
が入っており、春を感じられるメニューです。

ひとくち餃子の名店「赤坂ちびすけ」の餃子を使い、桜の花を
添えた春らしいスープ餃子です。

■商品名：串だんご風餃子
■価 格：450 円
■店 舗：丸満

■商品名：春のさっぱりおろし牛とん包
■価 格：450 円
■店 舗：包王

まんまるの丸満餃子を串にさした、串だんご風の餃子です。
和風のたれでお召し上がりください。

近江牛を使用した肉汁たっぷりの牛とん包を、春の彩りを添え
た、さっぱりとしたピリ辛おろしポン酢でお召し上がりください。

■商品名：お花見海老蒸し餃子
■価 格：730 円
■店 舗：羽根付き餃子の共演

■商品名：満開!!桜まつり餃子
■価 格：10,000 円
■店 舗：宇都宮と浜松の共演

海老蒸し餃子を桜に見立てたメニューです。ポン酢のジュレを
つけてさっぱりとお召し上がりいただけます。

大人数で楽しめる大輪盛りの餃子が登場!! 100 粒の大ボリュー
ムの浜松「石松餃子」にチャレンジしてみませんか!?

※要予約(1 時間前までに店頭にてお申し込みください。)

■商品名：老李お花見水餃子
■価 格：600 円
■店 舗：日本三大中華街の共演
ラオリー

お店自慢の「老李の長崎水餃子」を使用したお花見餃子です。
ほのかに桜が香る“桜塩”でお召し上がりください。

■商品名：春のおにぎり餃子
■価 格：１個 290 円
■店 舗：鉄なべ荒江本店
お花見定番のおにぎりをナンジャ餃子スタジアムが大胆にアレ
ンジ!! おにぎりの中にも餃子が入っています。桜色の明太マヨ
ネーズでお召し上がりください。

※写真は 3 人前です。

※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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≪桜まつり限定 お花見餃子＆桜デザート≫
■商品名：桜もち!?パンケーキ
■価 格：650 円
■店 舗：レンガえんとつ

■商品名：桜舞うパリパリソフトクリーム
■価 格：500 円
■店 舗：サンタチューボー！

桜もちをパンケーキで洋風にアレンジしました。桜の風味がほ
のかに香るピンクのパンケーキに、あんことホイップ、よもぎ餅
をはさみ、桜の葉で包みました。

■商品名：桜まつりジェラートパフェ
■価 格：690 円
■店 舗：ダ ルチアーノ

濃厚なミルクソフトクリームに桜の
シロップをかけた、桜ソフトクリーム
です。脇に添えたパリパリクレープ
でできた桜の花びらを、お好みで
デコレーションしてお召し上がりく
ださい。

■商品名：Deco 桜プリン
■価 格：600 円
■店 舗：Deco&Deco

桜ジェラートと抹茶ジェラー
トが共演する和風ジェラート
パフェです。桜の型抜きせん
べいや桜の形のチョコレー
ト、金平糖を飾っています。

ピンク色をした桜風味の可愛
いプリンです。ホイップに桜の
形のチョコレートを飾った桜満
開なデザートです。

■商品名：三色団子!?お花見アイス
■価 格：690 円
■店 舗：ご当地アイスパーラー

■商品名：桜の枡盛りデザート
■価 格：680 円
■店 舗：パティスリーキュート

三色団子をイメージしたメニューです。脇には酒かすアイス（アル
コール度数 0.6％）と、お口直しの塩昆布を添えています。

ヒノキの枡に、ヨーグルトムースと、桜を閉じ込めたゼリーを盛り
付けました。ヒノキの香りが漂う上品なデザートです。

毎週 200 人前を無料で振る舞い

ナジャヴの振る舞い桜ジェラート！
ナンジャタウンのシンボルキャラクター「ナジャヴ」が、直径約 50ｃｍの大きな二斗樽に入った
桜ジェラートを、ご来園のお客様に無料で振る舞います。
季節限定ジェラートをご堪能ください。
・開催日…桜まつり期間中の毎週日曜日
（3 月 16 日、3 月 23 日、3 月 30 日、4 月 6 日、4 月 13 日、4 月 20 日）
・開催時間…15:00～15:30 ※1 日 1 回、約 200 人分で終了。
・開催場所…ドッキンガム広場(ナンジャタウン内)
※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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≪毎日がお花見日和！園内にお花見気分を味わえるスポットが登場！≫
ナンジャタウン園内の飲食スペース「福袋縁日広場」が、満開の桜をイメージした装飾で彩られます。天候や時間を気
にせず、毎日いつでもお花見気分を味わうことができます。お花見のお供に、桜まつり限定の「お花見餃子」や「桜デ
ザート」をお楽しみください。
※桜演出の桜の花は造花となります。

≪期間限定謎解きイベント開催≫

桜まつり開催期間は 2 つの謎解きイベントを楽しむことができます。
■期間：2014 年 3 月 14 日(金)～4 月 20 日(日)

参加無料！誰でもチャレンジできる謎解き 『WEB で謎解き～モジャヴからの指令～』
モジャモジャ団のお花見パーティーの準備で大忙しのモジャヴ。ところが団員にふるまうお花見団子が足りません。困った
モジャヴはモジャモジャ団の WEB サイトで指令を出すことに。
「ナジャヴが花見団子を大量に持っているらしいぞ。ナジャヴを探して、花見団子を入手するのだ！」
・参加料金…無料。ナンジャタウン公式サイトから、どなたでも参加することができます。
・クリア特典…①抽選で 100 名様に、ナンジャタウンの入園が無料になるご招待メールをお送りします。
※ご招待メール 1 通につき１名様 1 回、ナンジャタウンに無料でご入園いただけます。
※当選発表は、当選メールの発送をもって代えさせていただきます。
※ご利用期限は、当選メールを受け取った日から、2014 年 7 月 31 日（木）までとなります。
②イベント限定「モジャヴの壁紙データ」をプレゼントします。
※パソコンやスマートフォンの壁紙としてお使いいただける画像データです。
③ナンジャタウン園内で“動く絵本”後半を視聴できるスペシャルブースが体験できます。
※イベント期間中にナンジャタウンへご来園ください。別途ナンジャタウンの入園料が必要となります。
※「ナンジャタウン物語・第 3 話」前半は、ナンジャタウン公式サイトからどなたでもご覧いただけます。
※第 1 話、第 2 話はナンジャタウン公式サイトでご覧いただけます。
ナンジャタウン公式 WEB サイト http://www.namco.co.jp/namja

ちょっと難しい!?園内を巡る本格的な謎解き 『園内で謎解き～ナジャヴからの依頼～』
花見をしようと出かけたナジャヴ。しかし桜の木の前には、「ここは俺のお花見場所 モジャモジャ団以外立ち入り禁止！団
長モジャヴ」という看板が。謎の猫 “モジャヴ”率いる秘密結社モジャモジャ団が、またもナジャヴを困らせようとしているようで
す。何日経っても桜は占拠されたまま…。困ったナジャヴは、ナンジャタウンに遊びに来たみんなに依頼することにしました。
「モジャヴを探して、少しだけ場所をゆずってくれるよう、頼んでもらえないかニャ？」
・受付時間…10：00～20：00(ゴール受付 13：00～21：30 まで)
・受付場所…福袋縁日広場・特設屋台(ナンジャタウン内)
・参加料金…ナンジャパスポートまたはナンジャナイトパス利用 ※お 1 人様 1 日 1 回参加可能。
・ナンジャパスポート：大人 2,900 円／4 歳～小学生 2,300 円
・ナンジャナイトパス：大人 2,000 円／4 歳～小学生 1,600 円
※ナンジャナイトパスは通常午後 5 時からの販売ですが、イベント開催を記念して期間中は午後 3 時から販売いたします。
※2014 年 4 月 1 日からチケットの価格が変更となる予定です。ナンジャタウン公式サイトでご確認ください。

・クリア特典…①ハズレなしの抽選で賞品をその場でプレゼントします。
・ぬいぐるみ賞…ナンジャタウンキャラクターぬいぐるみ
・缶バッジ賞…イベント限定ナンジャタウンキャラクター缶バッジ
・ポストカード賞…イベント限定「動く絵本」イラストポストカード
②ナンジャタウン園内で“動く絵本”後半を視聴できるスペシャルブースが体験できます。
※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。

