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「THE LAST -NARUTO THE MOVIE-」公開記念イベント

THE LAST -NARUTO THE MOVIE- in J-WORLD TOKYO 開催！
2014 年 11 月 15 日（土）～2015 年 1 月 15 日（木）
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、2014 年 11 月 15 日(土)から 2015 年 1 月
15 日(木)まで、映画「THE LAST -NARUTO THE
MOVIE-」の公開を記念したイベント「THE LAST
-NARUTO THE MOVIE- in J-WORLD TOKYO」
を開催いたします。
「NARUTO-ナルト-」は、週刊少年ジャンプ（集英
社）で大好評のまま連載完結し、現在 TV アニメが放
送中の大人気作品で、原作のその後のストーリーを描く
劇場版最新作「THE LAST –NARUTO THE
MOVIE-」が 2014 年 12 月 6 日に公開されます。
J-WORLD TOKYO では、既存のアトラクション「激闘！忍界大戦絵巻！！」にカカシやサスケ(アクター)と一緒に参加できる特別
ツアー「『THE LAST カカシ＆サスケ 忍戦ツアー』 in 激闘！忍界大戦絵巻！！」(2014 年 12 月 5 日～2015 年 1 月 4 日)
を開催するほか、本イベント限定のオリジナルグッズや、映画の魅力を「NARUTO-ナルト-」の世界観の中で感じることができる展示
などが登場します。
期間限定ツアーアトラクション

オリジナルグッズ

『THE LAST カカシ＆サスケ 忍戦ツアー』
in 激闘！忍界大戦絵巻！！

J-WORLD TOKYO 限定グッズが登場します。
マフラータオル(1,728 円)やアクリルキーホルダー(880 円／

■開催期間：2014 年 12 月 5 日(金)～2015 年 1 月 4 日(日)

全 7 種)など、ここでしか手に入らないグッズがもりだくさん！

■開催場所：NARUTO エリア(J-WORLD TOKYO 内)
■参加料金：700 円 ※アトラクションチケット(800 円)、またはパスポート
が別途必要。

アクリル
キーホルダー

※カカシ役、サスケ役のアクターと一緒に写真撮影が可能です。
(別途料金が必要。ツアーアトラクション参加者のみ。)

2014 年 11 月 15 日(土)販売開始予定

※詳細は 2 枚目に記載。
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「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

株式会社集英社

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ビル 3F

入園料
営業時間

特別協力

週刊少年ジャンプ編集部

大人（高校生以上）800 円 子供（4 歳以上中学生以下）600 円 4 歳未満無料 ※10/1～の新料金 ※施設利用は別途料金が必要

10:00～22:00

※最終入園は 21:00 まで

定休日

なし

添付資料(1/1)

THE LAST -NARUTO THE MOVIE- in J-WORLD TOKYO 開催！

■期間限定ツアーアトラクション 『THE LAST カカシ＆サスケ 忍戦ツアー』 in 激闘！忍界大戦絵巻！！
既存のアトラクション「激闘！忍界大戦絵巻！！」を、カカシとサスケと一緒に体験できるツアーアトラクションが登場します。
【概要】
木ノ葉隠れの里の忍となって、劇場版の進化したカカシとサスケと共に、全ての戦いの始まりとなった「第四次忍界大戦」のミッション
をクリアする「ウォークスルーアトラクション」が期間限定で登場。
本物のカカシとサスケの迫力あるアクションが目の前で体験できる最高のツアーアトラクションです。
開催期間

2014 年 12 月 5 日(金)～2015 年 1 月 4 日(日)

開催場所

NARUTO エリア(J-WORLD TOKYO 内)

参加料金

700 円 ※アトラクションチケット(800 円)、またはパスポートが別途必要。

写真撮影(希望者のみ)

500 円／1 枚 ※ツアーアトラクション参加者のみご利用いただけます。

※開催時間は J-WORLD TOKYO 公式サイトよりご確認ください。
※カカシ役、サスケ役のアクターと一緒にアトラクションを巡る、ツアー形式のアトラクションです。
※当日の開催分のツアーチケットは、当日 10：00 より NARUTO エリア入口にて販売します。
※ツアーチケットは、定員になり次第販売終了となります。

アトラクション「激闘！忍界大戦絵巻！！」
木ノ葉隠れの里の下忍となって、無線機から聞こえる仲間の声を頼りに、戦いの最前線を目指す
ウォークスルー型アトラクション。
行く手に仕掛けられた罠や敵をかわしながら任務をやり遂げよう！
○料金：800 円、またはパスポート利用
■オリジナルグッズ
【グッズ一例】

アクリルキーホルダー
全7種

マフラータオル

(各 880 円)

(1,728 円)
■プレゼント企画
イベント期間中にグッズ、またはフード＆デザートをお買い上げの方に、
オリジナルブロマイドをプレゼントします。
○「NARUTO-ナルト-」グッズを 500 円お買い上げごとに、ランダムで 1 枚プレゼント！
○「NARUTO-ナルト-」メニューを 1 品お買い上げごとに、ランダムで 1 枚プレゼント！
※上記どちらか条件を満たした方にプレゼント。

全 10 種

「THE LAST –NARUTO THE MOVIE-」
NARUTO 新時代開幕プロジェクト、始動。
コミックス発行部数驚異の 1 億 3000 万部！日本が世界へ誇るマンガ「NARUTO-ナルト-」。連載開始から 15 年、ついに全ての因縁が決着
へ。
そして 2014 年、劇場史上初の、冬公開。原作者・岸本斉史だけが知る、誰も見たことのないナルトが、いま―――。
“かつて落ちこぼれと呼ばれた英雄” うずまきナルトの最後の物語は、愛。

2014 年 12 月 6 日(土)公開
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