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「モンハン日記 ぽかぽかアイルー村 DX in ナンジャタウン」詳細発表！
2015 年 10 月 2 日（金）～12 月 13 日（日）開催
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、10 月 2 日(金)から開催するモン
スターハンターシリーズ最新作 「モンハン日記 ぽかぽかアイルー村 DX」とのコラボイベント「モンハン日記 ぽ
かぽかアイルー村 DX in ナンジャタウン」の詳細が決定しました。11 月 13 日(金)から開催となる「モンスターハ
ンタークロス in ナンジャタウン」(詳細は後日公開)と併せて「モンハン」の世界をたっぷり楽しめるイベントに
ぜひご期待ください！

10/2(金)からは「アイルー村 DX」のイベントがスタート！
コラボフードが全 8 種登場します。

■『モンハン日記 ぽかぽかアイルー村 DＸ in ナンジャタウン』デザート＆フード登場 (開催：10 月 2 日（金）～)
『モンハン日記 ぽかぽかアイルー村 DX』の世界観をモチーフにしたオリジナルデザート＆フードが全 8 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！オリジナルブロマイドも 8 種類！
コンプリートをめざそう！
■『モンハン日記 肉焼きガラポン DX』が登場（1 回 400 円・税込）(開催：10 月 2 日(金)～)
ナンジャタウンオリジナルの『モンハン日記 ぽかぽかアイルー村 DX』景品がもれなく当たるガラポン屋台が登場！
■オリジナルグッズ登場 (発売：10 月 2 日（金）～)
『モンハン日記 ぽかぽかアイルー村ＤＸ』と、ナンジャタウンキャラクターの「ナジャヴ」「ナジャミー」のコラボデザイングッズ
や限定グッズが登場！

◆「モンスターハンタークロス in ナンジャタウン」詳細は後日発表！
11 月 13 日(金)からは「モンハンクロス in ナンジャタウン」もスタートし、
「アイルー村 DX」と「モンハンクロス」のイベントが同時開催となります！
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in ナンジャタウン」

ぽかぽかアイルー村 DＸ in ナンジャタウン』

■商品名：アイルーのプチカップ餃子丼
■価格：580 円（税込）
■店舗：鉄なべ荒江本店

デザート＆フード登場

■商品名：団長のカンロクあふれる餃子おにぎり
■価格：730 円（税込）
■店舗：全国たれ比べ餃子
キャラニャンのリーダー
である団長がおにぎりに
なりました！顔はすりご
ま、帽子は鮭と人参のお
にぎりで出来ています。
「お前さんもこれを食べ
るんだニャ！」

アイルーがかわいい餃子カ
ップになって登場！丸く盛ら
れたお米に餃子で出来た
耳。カップの中と顔の下には
味付ききつねが入っていま
す。

すりごまおにぎりの中
には、餃子が入って
います

■商品名：レギオスの自信満々！ヨーグルトムース
■価格：780 円（税込）
■店舗：パティスリーキュート

■商品名：看板娘のキュートなカエルポシェットジェラート
■価格：800 円（税込）
■店舗：ダ ルチアーノ

マンゴーと抹茶のジェラー
トに、チョコレートでできた
カエルのポシェットと看板
娘のもなかを可愛くトッピ
ングしました！これを食べ
たら、「我らの団」の憧れ
の看板娘のようになれる
かしら！

■商品名：郵便屋さんのお手紙クレープ
■価格：730 円（税込）
■店舗：クレープ Paw

レギオスが、自信満々
にお勧めするヨーグルト
ムースです。チョコレート
の装備を付けたら、誰に
も負けない突撃隊長レ
ギオスの出来上がり！

■商品名：プーギーのシマシマ餃子まん
■価格：720 円（税込）
■店舗：羽根付き餃子の共演

宅配中の郵便屋さんをイメージし
たクレープです。クレープの中には
郵便屋さんの大好きなリンゴが入
っています。

お店自慢の安亭餃子を
中華まんの生地で包み
ました。シマシマ模様の
衣装とリボンを付けた
ら、プーギーの餃子まん
の出来上がり。

サブレの裏に
アイスがあります！！
■商品名：こもれびの巣パンケーキ
■価格：780 円（税込）
■店舗：レンガえんとつ

■商品名：みんなで盛り上がろう！宴プレートニャ！
■価格：980 円（税込）
■店舗：丸満

なんだかぽかぽか気持ちの
いい場所「こもれびの巣」。
この場所で孵化したベビー
モンスター達の可愛いデザ
ートが登場！これを食べた
ら、ぽかぽかあたたかい気
持ちになっちゃうよ。

骨付き肉風餃子に、肉球
おにぎり、ポテト。マツリ
プロデュースのナンジャタ
ウン限定・宴プレートを、
料理長が腕によりをかけ
て作ったよ！これを食べ
て仲間との絆を深めちゃ
おう。
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■ガラポン屋台『モンハン日記 肉焼きガラポン DX』
はずれ無しで景品の当たる「モンハン日記 肉焼きガラポンＤＸ」が登場！
特製「肉焼き抽選機」を回してナンジャタウンオリジナルの『モンハン日記 ぽかぽかアイルー村 DX』景品を手に入れよう
【営業時間】平日 13：00～20：00／10/2(金)及び、土日祝は 10：00～20：00
【料金】1 回 400 円（税込） ※パスポート利用不可

◆A 賞：アクリルキーホルダー（全 4 種）

◆B 賞：缶バッジ（75ｍｍ・全 7 種）

◆C 賞：ステッカー（70×50ｍｍ・全 9 種）

■オリジナルグッズ登場
ナンジャタウン内グッズショップ「ナジャモジャマーケット」に、
ナンジャタウンオリジナルの『モンハン日記 ぽかぽかアイルー村 DX』グッズの特設コーナーが登場！
◆A4 クリアファイル(全 2 種)
：各 350 円（税込）

◆クリーナークロス（150×150ｍｍ全 2 種）：各 650 円（税込）

◆B-SIDE ステッカー（全 4 種）：各 500 円（税込）

◆プリントチョコマシュマロ
（全 1 種）：540 円（税込）
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ゲームの公式サイトはこちら
■
『モンハン日記 ぽかぽかアイルー村 DX』公式サイト http://www.capcom.co.jp/monsterhunter/pokapoka_airuDX/
■『モンスターハンタークロス』公式サイト http://www.capcom.co.jp/monsterhunter/X/
※商品、特典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。
※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。※価格は全て税込みです

