
 

 

 

 

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、新たに参加するキャラクターを加え、装いも新たに 3 月 14 日(金)にパワーアップオープンいたします。 

 今回のパワーアップに合わせて“ジャンプ”作品の数ある人気キャラクターの中から「黒子のバスケ」が新た
に参加。「ドラゴンボール」・「NARUTO-ナルト-」・「ONE PIECE」の 3 作品エリアをはじめとしたこれまでの 8 エ
リアから 12 エリアとなり、遊びのバリエーションが大きく広がります。 

 新たに登場するのは「黒子のバスケ」「銀魂」「新テニス
の王子様」の3エリア。さらに、人気作品のカーニバルゲーム
がそろった「J-CARNIVAL(ジェイ-カーニバル)」、多目的エリ
ア「J-ARENA（ジェイ-アリーナ）」などがあり、作品それぞ
れの世界観が楽しめます。 
 また、DRAGON BALL エリアに「カプセルコーポレーショ
ン」が、NARUTO エリアに「ラーメン一楽」が、ONE PIECE
エリアにはカルーセルの演出に合わせてギターを持った“ブ
ルック”が演奏を始めるなど、園内各所に音や動きが楽しい
遊びの仕掛けが多数増設されます。既存の 5 つのアトラクシ
ョンもそれぞれに演出がパワーアップされ、もっと楽しい体
験を提供いたします。また、入園と 5 つのアトラクションが
遊び放題のパスポートも通常販売を開始いたします。 

 今回のパワーアップにより、“ジャンプ”作品から新登場の「黒子のバスケ」
を含めた 11 作品の人気キャラクターが勢ぞろいして、遊びのコンテンツを
パワーアップし、ファンの皆様はもとより、幅広い層のお客様にここでしか
味わうことのできない「感動体験」をお届けしてまいります。 
 
 

 

 

 

 

 
※3 月 3 日～3 月 13 日は園内改装のため休園させていただきます。 
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 “ジャンプ”作品の世界観で遊べるテーマパーク 

「J-WORLD TOKYO（ジェイワールド東京）」パワーアップオープン！ 

「黒子のバスケ」など 3 エリアが 3 月 14 日(金)新登場  

「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 

パスポート 大人 2,900 円、子供 2,600 円 ※入園＋5 つのアトラクションフリー 

営業時間 10:00～22:00 ※最終入園は 21:00 まで 定休日 なし ※やむを得ない事情により休園する場合があります 

先着 10,000名様を無料招待！「パワーアップOPENキャンペーン！」を実施 
■キャンペーン期間：2014 年 2 月 24 日（月）12 時～3 月 7 日（金）12 時 
          ※応募正解者が 10,000 名に達し次第終了となります。 

■実施内容：クイズに答えて素敵な賞品を当てよう！ 
公式ファンクラブ「J-WORLD CLUB」に登録してクイズに答えると、正解者の 

先着 10,000 名様に入園無料券が当たります。 

公式サイト内キャンペーンサイト：http://event.namco.co.jp/j-world/campaign/powerup 



「J-WORLD TOKYO（ジェイワールド東京）」3 月 14 日(金)よりパワーアップオープン！  添付資料(1/2) 

■3つの新エリアが登場 
 今回のパワーアップに伴い、新登場の「黒子のバスケ」をはじめ、「銀魂」、「新テニスの王子様」の 3 つのエリアが

登場するほか、3作品エリア、カーニバルゲームやフード、グッズのエリアなど園内は 12のエリアで構成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■3作品エリアもパワーアップ 
DRAGON BALL エリア、NARUTO エリア、ONE PIECEエリアにも新たな演出が登場して、それぞれのキャラクターの 

世界観をよりお楽しみいただけます。 
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※画像は開発中のイメージです。 

新登場エリア 銀魂エリア（新） 真選組の一員となり捜査する街巡りアトラクションや、ミニゲームが登場 

 黒子のバスケエリア（新） エリア内に誠凛高校を再現、マネージャーのお仕事ミニアトラクションも 

 新テニスの王子様エリア（新） 限定景品が手に入るミニゲームやイチ推し王子様グランプリを開催 

3作品エリア DRAGON BALLエリア 新設の神龍ゲートを抜けるとカプセルコーポレーションが出現 

 ONE PIECEエリア にぎやかな町並みでは、アトラクションの動きに合わせて演奏が始まる 

 NARUTOエリア 木々でうっそうとした門の向こうにはラーメン一楽や焼肉Ｑの造形も登場 

その他エリア センターゲート＆センターコア ご来園のお客様にキャラクター達が話しかける仕掛けが大人気 

 J―CARNIVAL（新） オリジナル景品がもらえるカーニバルゲームやプライズマシンがたくさん 

 J-ARENA（新） キャラクターに関する楽しいこといっぱいの多目的エリアを開設 

 J-BASE 見て、めぐって楽しい“ジャンプ”作品の紹介エリアもパワーアップ 

 J-WORLD KITCHEN J-WORLD KITCHEN、J-PATISSERIEにフード＆デザート新メニューが登場 

 J-WORLD STORE ここでしか手に入らない J-WORLD TOKYO限定商品を多数用意 

≪ONE PIECE エリア≫ 

カルーセルが回るとブルックの演奏がスタート。作品に

登場した馴染みのお店からはあの人の声も！？ガオン砲

の発射体験もできます。 

≪NARUTO エリア≫ 

森の奥にある門をくぐると木ノ葉の里が

現れます。ラーメン一楽や焼肉 Qなどで記

念撮影ができたり、口寄せ体験や修業がで

きます。 

≪DRAGON BALL エリア≫ 

新設のカプセルコーポレーションには、巨大なスカウ

ターや機器があるので触って遊ぶことができます。ア

トラクションゲートも登場します。 



「J-WORLD TOKYO（ジェイワールド東京）」3月 14日(金)よりパワーアップオープン！  添付資料(2/2) 

■遊びの仕掛けも 15種類以上新設 
 園内各所に、見て触って楽しめる遊びの仕掛けが多数登場。フォトスポットも多数新設します。 

≪主要な仕掛け≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■フード＆デザートの新メニューも登場！ 
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※価格は全て税込みです。なお、4月 1日以降の税込価格については公式サイトにてご確認ください。  

ONE PIECEエリア ブルックの“魂”カーニバル 演出モードになるとブルックの演奏が始まる 

 シャッキーのぼったくりバー 扉のノブに触れるとレイリーの声が！ 

 ガオン砲 ガオン砲の発射体験ができる！ 

DRAGON BALLエリア スカウターチェック 巨大スカウターで戦闘力が自動表示される 

 DRAGON BALL WORLD タッチパネルを操作すると情報が投影される 

NARUTOエリア 口寄せ体験 いろいろなキャラクターで口寄せ体験 

 忍者道場＜仙術の修業＞ 板の上でバランスをとりチャクラを貯めろ！ 

 忍者道場＜鈴とりの修業＞ カカシ先生から素早い動作で鈴をゲット！ 

 銭湯木ノ葉湯勝手口 勝手口の小さな穴から中をのぞくと？ 

「エースのメラメラオムライス」 

880 円 /J-WORLD KITCHEN 

※他にも、J-WORLD KITCHEN、J-PATISSERIE、ONE PIECE エリアの 

「カフェ マドモアゼル」に新しいメニューが続々登場予定です。 

口寄せ体験 DRAGON BALL WORLD 

「カカシのサワーチェリー写輪眼ケーキ」 

600 円 /J-PATISSERIE 

「木ノ葉の里の巻物チョコレートケーキ」 

650 円 /J-PATISSERIE 

「黄瀬涼太のマンゴーケーキッスよ」 

650 円 / J-PATISSERIE 
「ドンドンドドドン！ 

四天宝寺中学校名物ドドンと

カツカレーや！」 

850 円 /J-WORLD KITCHEN 


