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「オトメイト in ナンジャタウン 2014」開催
開催期間 2014 年 5 月 10 日（土）～2014 年 7 月 6 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)では、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 2014」を、2014 年 5 月 10 日(土)から
7 月 6 日(日)まで開催します。
「薄桜鬼 SSL」、「AMNESIA」、「DIABOLIK LOVERS」、「NORN9 ノルン＋ノネッ
ト」、「忍び、恋うつつ」の 5 作品が登場し、各作品をモチーフにしたオリジナル
デザート＆フードや、イベントオリジナルグッズがもらえるガラポンやミニゲーム屋台
などをお楽しみいただけます。また、イベント限定グッズなどが並ぶグッズコーナー
や、イベント限定フレームで写真が撮れるフォトシール機、イベント限定のクレーン
ゲーム景品などが登場します。

さらに、「薄桜鬼 SSL」、「AMNESIA」、「DIABOLIK LOVERS」、「NORN9 ノル
ン＋ノネット」の、ナンジャタウン猫耳 ver.のイラストを使用したイベント限定の
景品やグッズも登場します。

オリジナルデザート＆フードが登場！
「オトメイト in ナンジャタウン 2014」に
登場する作品をモチーフにしたデザート＆
フードが全 16 種登場します。
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。

ミニゲーム屋台 「恋のラビリンス」

ガラポン屋台 「オトメイトガラポン」

ボールを転がし、たどり着いた的に応じてナンジャタウン限定景品
がもらえます。

ナンジャタウン限定景品がもれなくもらえるガラポン屋台が登場し
ます。

■料金：1 回 400 円
■場所：ブラック・サロン(ナンジャタウン内)
■作品：「AMNESIA」
「NORN9 ノルン＋ノネット」
「忍び、恋うつつ」

■料金：1 回 400 円
■場所：ブラック・サロン
(ナンジャタウン内)
■作品：「薄桜鬼 SSL」
「DIABOLIK LOVERS」

【景品一例】
250mm 缶スタンド

【景品一例】
ビッグマルチクロス

イベント限定グッズが登場！

イベント限定クレーンゲーム景品＆フォトシール機登場！

ミニマルチクロスやロングクッションなど、イベント限定グッズが並ぶ
グッズコーナーが登場します。

イベント限定のクレーンゲーム景品とフォトシール機が登場します。
■場所：レッド・サロン
(ナンジャタウン内)

■場所：ナジャモジャマーケット
(ナンジャタウン内)

ミニマルチクロス

【イベント限定】
クレーンゲーム景品
巾着(一例)
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【イベント限定】
フォトシールフレーム(一例)
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※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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《オリジナルデザート＆フード》(全 16 種)
【薄桜鬼 SSL～sweet school life～】

【薄桜鬼 SSL～sweet school life～】

■商品名：土方&原田特製!!～sweet school life 餃子～
■価 格：730 円
■店 舗：日本三大中華街の共演

■商品名：斎藤一の二刀流オール餃子～風紀委員フラッグ付～
■価 格：700 円
■店 舗：包王
肉汁たっぷりの“牛とん包”で、斎
藤一の構える二刀流オールを作
りました。スープには好物の高野
豆腐を浮かべ、斎藤一が付けて
いる腕章をデザインした旗を飾っ
ています。
「薄桜鬼 SSL」夏の一場面をイメ
ージした特製スープ餃子をお召し
上がりください。

水餃子に土方の好物たくあ
んと、原田が好きな味噌汁
にちなんだ味噌だれを添え、
春巻きの皮で表現した桜の
花びらが舞 うメ ニューが完
成！
2 人の指導の下なら、最後
まで気を抜かずに学園生活
を頑張れるかも?!
【薄桜鬼 SSL～sweet school life～】

【薄桜鬼 SSL～sweet school life～】

■商品名：沖田先輩からのメール～写真添付風サンドイッチ～
■価 格：750 円
■店 舗：レンガえんとつ

■商品名：「我が嫁よ。茶のプリンを通じて俺の心を感じられたか？」
■価 格：760 円
■店 舗：Deco&Deco
実家が茶道の家元である
千景が、今回特別にチョコ
レートの桜の花びらが舞う
抹茶プリンを用意してくれ
ました！わびさびを通じ、
抹茶プリンに込められた千
景の思いを感じることが出
来れば、よろしくお願いさ
れてくれるかも!?

「あ、沖田先輩からメール
だ！」と沖田マーク付ランチ
パックを開くと、スマートフォ
ンを模したサンドイッチに沖
田先輩からの添付写真が！
沖田先輩の撮った平助のレ
アな写真をあなたも手に入
れてね。

【AMNESIA World】

【AMNESIA World】

■商品名：シンの無愛想で一途な“ヘッドホン餃子”
■価 格：720 円
■店 舗：華興

■商品名：トーマの慈愛と狂気の学園ソフト
■価 格：680 円
■店 舗：サンタチューボー！

School World のシンが首に掛
けている「ヘッドホン」を、華興
自慢の餃子で作りました。
ヘッドホンの片方には、海苔で
ヘッドホンの柄をデザインしてい
ます。素直になれないシンの秘
められたハートを形にして添え
ました。

学校の校章のビスケットやホイッ
プクリーム、マシュマロの花束など
の色々なお菓子をちりばめたトー
マのアイスデザートです。ほら、狂
気にも似た慈愛のまなざしがあ
なたを見つめていますよ！

【AMNESIA World】

【AMNESIA World】

■商品名：女性を惑わす魅惑の風紀委員長!!
イッキの腕章餃子
■価 格：680 円
■店 舗：丸満

■商品名：ケントのクールで合理的な“ネクタイ餃子”
■価 格：600 円
■店 舗：宇都宮と浜松の共演

風紀委員長のイッキを、餃子
で表現しました。 “風紀を乱
す風紀委員長”と言われてい
るイッキ。そんなイッキと一緒
に食べる腕章餃子は、イッキ
の魅力でいっぱいかも…?!

文武両道の超優等生、
生徒会長ケントの襟にビ
シッと決まるネクタイ餃
子をご用意しました。
さぁ！これを食べたら今
日か らあなた も生徒会
執行部の一員だ！
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※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。
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《オリジナルデザート＆フード》(全 16 種)
【DIABOLIK LOVERS】

【DIABOLIK LOVERS】

■商品名：The worst vampire‘s quartet
～最悪吸血鬼の四重奏～
■価 格：800 円
■店 舗：全国ひとくち餃子の共演

■商品名：月蝕の刻、始祖兄弟（ロード）の好物、現る。
～生ハム巻き＆ナッツソース餃子プチ丼～
■価 格：720 円
■店 舗：鉄なべ荒江本店
月浪カルラには生ハムを巻い
た餃子を、月浪シンにはナッツ
ソースを使った餃子を作り、
ナンジャタウンから月浪兄弟へ
好物餃子のプチ丼をご用意さ
せていただきました！

突如ナンジャタウンに現れ
た無神兄弟！その四兄弟
をまとめて味わいたいド M な
あなたへ、ナンジャタウンが
無神兄弟全員の好物を取
り入れた餃子をご用意させ
ていただきました！
【DIABOLIK LOVERS】

【DIABOLIK LOVERS】

■商品名：俺様!?ツンヤン!?変態!?
三つ子盛り盛りド S ジェラート
■価 格：800 円
■店 舗：ダ ルチアーノ

■商品名：吸血薔薇の甘いアルーアメント～堕落の棺～
■価 格：830 円
■店 舗：パティスリーキュート
チョコレートウエハースで囲われ
た魅惑の棺の中には、あなたを
誘う色鮮やかな三色の薔薇。
しかしよく見ると薔薇の傍に血
の跡が・・・。あなたはこの甘い
誘惑に抗うことができるのか!?

逆巻家の三つ子を豪華にも１つ
のコーンにのせちゃいました！
アヤトの好物たこ焼き、カナトの
大好きなテディ、ライトのトレード
マークのハット、見た目もお口も
嬉しく楽しいてんこもりジェラート
を召し上がれ！

【NORN9 ノルン＋ノネット】

【NORN9 ノルン＋ノネット】

■商品名：３人は仲良し（?）ジェラート
～駆＆千里＆正宗 Ver.～
■価 格：750 円
■店 舗：ご当地アイスパーラー

■商品名：“あなたの幸せを願う” 餃子
～夏彦&朔也&一月 ver.～
■価 格：770 円
■店 舗：羽根付き餃子の共演
夏彦、朔也、一月をモチーフ
に、関連深いアイテムの数々を
ちりばめたメニューが登場。
“白ひよこ”、“金平糖”、“かん
ざし”どれも各キャラクターの愛
を感じられるメニューとなってい
ます。さて、あなたはどれから食
べる？

ブルーソースとアラザンに引き籠る
「千里」を、抹茶ジェラートな「駆」がい
じめるその間に、マンゴーソルベな
「正宗」が止めに入る光景が目に浮
かぶ・・・。そんな３人をまとめて食べ
られる贅沢ジェラートをあなたに！

【NORN9 ノルン＋ノネット】

【忍び、恋うつつ】

■商品名：ちびきゃらノルンマーク餃子
～暁人＆平士＆ロン Ver.～
■価 格：650 円
■店 舗：宇都宮と浜松の共演

■商品名：メロメロ！
甘美たる隠者の氷塊(スゥイートアサシンジェラート)
■価 格：790 円
■店 舗：ダ ルチアーノ

ノルン+ノネットのロゴマークを
イメージした餃子にちびきゃら
達が飛び込んだ！
キャラクターそれぞれが好きな
色のソースをかけ、個性あふ
れる餃子達をあなたのお口へ
飛び込ませよう！

タイトルカラーに合わせたピンクと黄色の
ジェラートに、主人公の使う「メロメロの
術」と忍者の武器である「手裏剣」をチョコ
レートであしらいました。ホイップクリーム
にはキャラクターたちを表現したカラフル
シュガーを散りばめ、隣に可愛らしい「堕
天使」を添えています。
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《ミニゲーム屋台 恋のラビリンス》
ボールを転がし、たどり着いた的に応じてナンジャタウン限定景品がもらえます。
■登場作品：「AMNESIA」・「NORN9 ノルン＋ノネット」・「忍び、恋うつつ」
■料金：1 回 400 円
■場所：ブラック・サロン(ナンジャタウン内)
【景品一例】

250mm 缶スタンド/7 種

ミニマルチクロス/7 種

缶バッジ(75mm)/20 種

ブロマイド/20 種

《ガラポン屋台 オトメイトガラポン》
ナンジャタウン限定景品がもれなくもらえるガラポン屋台が登場します。
■登場作品：「薄桜鬼 SSL」・「DIABOLIK LOVERS」
■料金：1 回 400 円
■場所：ブラック・サロン(ナンジャタウン内)
【景品一例】

ビッグマルチクロス/6 種

クリアキーホルダー/18 種

缶バッジ(75mm)/18 種

ブロマイド/22 種

イベント限定グッズ販売

イベント限定クレーンゲーム景品＆フォトシール機登場！

ミニマルチクロスやロングクッションなど、イベント限定グッズが並ぶ
グッズコーナーが登場します。

イベント限定のクレーンゲーム景品とフォトシール機が登場します。
ナンジャタウンでしか GET できない景品や、イベント限定フレームで
撮影ができるフォトシール機(1 回 500 円)をお楽しみいただけま
す。

■場所：ナジャモジャマーケット(ナンジャタウン内)

■場所：レッド・サロン(ナンジャタウン内)

ミニマルチクロス/6 種
(価格未定)

【イベント限定絵柄】
ロングクッション/8 種
(価格未定)

※価格未定の商品は価格が決定次第、ナンジャタウン公式サイトにてお知らせします。

【クレーンゲーム景品】
巾着/14 種
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【フォトシール機】
イベント限定フレーム/38 種
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※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。

