
 

株式会社ナムコが運営する“ジャンプ”作品の世界観で遊べるテーマパーク「J-WORLD TOKYO」（東京・池袋）

は、テレビ東京系アニメ「NARUTO-ナルト- 疾風伝 カカシ暗部篇～闇を生きる忍～」の放送開始を記念した期

間限定のイベントを、2014 年 3 月 21 日(金・祝)から 5 月 18 日(日)まで開催します。今回の期間限定イベントで

は特設エリアで「NARUTO-ナルト- 疾風伝 カカシ暗部篇～闇を生きる忍～」の世界観を楽しめるショーアトラ

クションが開催されるほか、オリジナルデザート＆フードやフォトスポットも登場します。 

 さらに、ショーアトラクションの先行体験会に、抽選で 25 組 50 名様をご招待する「はたけカカシを応援し 

よう！キャンペーン」も開催中です。体験会には、はたけカカシ役の声優・井上和彦さんも登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※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。あらかじめご了承ください。 

※商品は数量限定品の為、品切れの場合がございます。 ※価格は全て税込みです。 ※画像は開発中のイメージです。 

報道関係各位  2014 年 2 月 13 日 

 

news 
release 

 
東京都大田区矢口２-１-２１ 

www.namco.co.jp 

№09-098 
 

テレビアニメ放送記念 

 NARUTO-ナルト- 疾風伝 カカシ暗部篇～闇を生きる忍～ 

in J-WORLD TOKYO 開催！ 
2014 年 3 月 21 日（金・祝）～5 月 18 日（日）  

「J-WORLD TOKYO」施設概要 

施設名称 J-WORLD TOKYO（ジェイワールド東京） 施設面積 約 6,168 ㎡（1,866 坪） 

運営主体 株式会社ナムコ 特別協力 株式会社集英社 週刊少年ジャンプ編集部 

営業場所 〒170-8630 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 3F 

入園料 大人（高校生以上）1,300 円 子供（4 歳以上中学生以下）1,000 円 4 歳未満無料 ※施設利用は別途料金が必要 

営業時間 10:00～22:00 ※最終入園は 21:00 まで 定休日 なし 

「NARUTO-ナルト- 疾風伝 カカシ暗部篇～闇を生きる忍～  

in J-WORLD TOKYO」開催を記念したイベント限定フード 

メニューや、NARUTO-ナルト-新メニューも登場します！ 

・NARUTO-ナルト-新メニュー(2 品)：3/14(金)から販売 

・イベント限定フードメニュー(2 品)：3/21(金・祝)から販売 

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ 

期間限定ショーアトラクション 

「KAKASHI～暗殺戦術特殊部隊 暗黒の死闘～」が登場！ 

暗部時代のカカシが潜入したのは敵が仕掛けたからくり屋敷だっ

た！カカシはこの窮地を脱することが出来るのか！？屋敷の中で

繰り広げられる、カカシと敵の忍達との壮絶な戦いをご覧いただ

けるアトラクションです。 

■開催期間：2014 年 3 月 21 日(金・祝)～5 月 18 日(日) 

■開催時間： 

平日 13 時～/15 時～/17 時～ 

土日祝及び指定日 13 時～/14 時～/15 時～/16 時～/17 時～ 

         ※指定日…3/21～3/30、4/26～5/6 

■受付：朝 10 時より、各回の参加券を配布。無くなり次第終了。 

■料金：参加無料 ※別途 J-WORLD TOKYO 入園料が必要です。 

【期間限定ショーアトラクション】登場！ 
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期間限定ショーアトラクション 

KAKASHI～暗殺戦術特殊部隊 暗黒の死闘～ 

 

カカシと敵の忍者との忍術バトルが繰り広げられる、観覧型ショー 

アトラクションです。 

仕掛けの施されたからくり屋敷にて、神出鬼没なカカシと敵の忍者た

ちの戦いが、スピード感溢れる殺陣と、迫力のアクションで繰り広げら

れます。 

J-WORLD TOKYO だけでしか味わえないオリジナルアトラクションで、

あなたの直ぐ近くにカカシが居る臨場感をご体験下さい。 

 

≪ストーリー≫ 

暗部時代のカカシは、ミナトより「ある巻物を盗んでくる」任務を受

けた。闇の中、すでに巻物を手に入れて里へ帰る途中、追っ手の敵の忍

が追いかけてくることに気づいたカカシは、追っ手との格闘の後、古寺

に逃げ込んだが・・・。 

 

 

 

 

■イベント限定メニュー、NARUTO-ナルト-新メニューも登場！ 
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■開催期間：2014 年 3 月 21 日(金・祝)～5 月 18 日(日) 

■開催時間： 

平日 13 時～/15 時～/17 時～ 

土日祝及び指定日 13 時～/14 時～/15 時～/16 時～/17 時～  ※指定日：3/21～3/30、4/26～5/6 

■開催場所：J-WORLD TOKYO 内 特設エリア 

■料    金：参加無料 ※別途 J-WORLD TOKYO 入園料が必要です。 

■参加人数：1 回につき約 100 名 ■所要時間：約 10 分間 

■受  付：朝 10 時より各回の参加券を配布します。※無くなり次第受付終了となります。 

【3/14 登場！新メニュー】 

カカシのサワーチェリー 

写輪眼ケーキ 

600 円 

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ 

【3/14 登場！新メニュー】 

木ノ葉の里の巻物 

チョコレートケーキ 

650 円 

【3/21 登場！イベント限定メニュー】 

触るな!!イタチ兄さんの失敗した目玉焼き

480 円 

【3/21 登場！イベント限定メニュー】 

カカシのお手製定食 

（秋刀魚の塩焼きと茄子の味噌汁） 

800 円 
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ツイッターではたけカカシへの応援メッセージを大募集！ご応募いただいた方の中から抽選で 25 組 50 名様を、井上

和彦さんも登場する期間限定アトラクションの先行体験会にご招待！J-WORLD TOKYO 公式 twitter アカウント

（@jworldtokyo）をフォローし、特定のハッシュタグ(#jwtokyokakashi）をつけて、はたけカカシへの応援メッセージ

を送ろう。 

 

■応募期間： 2014 年 1 月 27 日(月)～ 2014 年 2 月 28 日(金) 11 時 59 分 

■先行体験会開催日： 2014 年 3 月 19 日(水) 13 時 00 分から 1 時間程度 

■応募方法： 

STEP1 ：J-WORLD TOKYO 公式 twitter アカウント「@jworldtokyo」をフォローする。 

STEP2 ：はたけカカシへの応援メッセージを特定のハッシュタグ(#jwtokyokakashi)をつけてツイートする。 

※twitter についての不明点は、ヘルプセンター https://support.twitter.com/ にてご確認下さい。 

■当選発表： 

抽選にて当選者を発表します。当選者の方には 2014 年 3 月 7 日(金)までに、twitter のダイレクトメッセー

ジにて通知させて頂きます。 
 

【注意事項】 

•すでに「@jworldtokyo」をフォローして頂いている方も対象となります。 

•各期間、お一人様 1 回のみの応募となります。同一期間内に複数回応募された場合も、1 回の応募として抽選させ 

て頂きます。 

•当選者の方には、ダイレクトメッセージで当選を通知させて頂きます。 

その際、賞品発送に必要な「お名前」「住所」「電話番号」等の個人情報を、ダイレクトメッセージに記載の方法 

にてお伺い致します。 

※ダイレクトメッセージにて、直接個人情報をお伺いする事はありません。 

※お伺いした個人情報については、本キャンペーンの当選発送にのみ利用し、当選メール発送完了後 1 ヶ月以内に 

破棄させて頂きます。 

•当選者の方のみに、ご連絡を差し上げます。当選状況のお問い合わせにはお答え致しかねますので、ご了承下さい。 

•次の様な場合には応募が無効となりますので、ご注意下さい。 

※抽選時に「@jworldtokyo」をフォローしていない。あるいは応募用ツイートを削除されている場合。 

※当選者の方のご住所が日本国外、あるいは不明な場合。 

※当選通知から指定期間を過ぎてもご連絡をいただけない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※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。あらかじめご了承ください。 

テレビアニメ「NARUTO-ナルト- 疾風伝」 
毎週木曜日夜 7 時 30 分から、テレビ東京系にて好評放送中。 

2014 年 2 月 6 日(木)から、はたけカカシの暗部時代を描く「カカシ暗部篇

～闇を生きる忍～」がスタートした。 

≪カカシ暗部篇～闇を生きる忍～ ストーリー ≫ 
かつて、ミナト隊長率いるカカシ、オビト、リンの小隊が参戦した神無毘橋(かんなびきょう)の

戦い。その戦いで友であるオビトを亡くし、さらにその後、自らの手でリンを殺してしまったカカ

シは失意のどん底にいた。 

カカシは悪夢にうなされ、任務に集中できないほど弱っていく。ガイや仲間が心配するもカカシ

は距離を置き、自ら孤立していく。 

四代目火影に就任したミナトはそんなカカシの身を案じ、自分の近くに置いておくために、火影

直轄の精鋭部隊、正式名称『暗殺戦術特殊部隊』、通称“暗部”にカカシを配属させる。こうして暗

部に入隊したカカシは、消えることのない罪を背負ったまま、暗部として任務をこなし闇の中を生

きていくことになる。 

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ 


