
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、『黒子のハロウィン in J-WORLD TOKYO』を、2015 年 9 月 28 日(月)から 11 月 3 日(火・祝)まで開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「黒子のバスケ」は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で大好評

のまま連載終了し、現在は週刊少年ジャンプの増刊誌「少年 

ジャンプ NEXT!!」にて後日談「黒子のバスケ EXTRA GAME」が

連載中です。2015 年 1 月から TV アニメ第 3 期が放送された

大人気作品で、主人公だけではなくライバル校の選手も含め魅

力的なキャラクターも人気で、幅広い層から支持を得ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 
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J-WORLD TOKYO で「黒子のバスケ」のハロウィンイベントを開催！ 

「黒子のハロウィン in J-WORLD TOKYO」 
2015年 9月 28日（月）～11月 3 日（火・祝） 

「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ビル 3F 

入園料 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 ※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 

《イベント概要》 

■J-WORLD TOKYO 限定描き下ろしイラストが登場！ 

 昨年も登場して大好評となった J-WORLD TOKYO 限定描

き下ろしのハロウィンイラストが、全 11 体、装いも新たに

なって、景品やグッズなどに登場します。 

■スペシャルミニゲーム「むっくんのお菓子選び」が登場！ 

■期間限定フードが登場！ 

■イベント限定記念セット販売 ※詳細は 2 枚目 

©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会 

J-WORLD TOKYO 限定！ 

描き下ろしイラストが景品やグッズになって登場！ 

 

期間限定フードが登場！ 
 トリックｏｒトリート？ 

黒子のハロウィンスーパービッグ

パフェ (2,480 円) 

ハロウィンをイメージした超 BIGサ

イズのパフェを 1 日 30 個限定で販

売します。 

【むっくんのお菓子選び景品】 

56mm 缶バッジ 

(全 11 種) 

【グッズ】 

アクリルキーホルダー 

(全 11 種／各 864 円) 

http://www.namco.co.jp/
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◆スペシャルミニゲーム「むっくんのお菓子選び」(1 回 540 円)  

かぼちゃの入れ物に入ったたくさんの「お菓子」。 

お客様が選んだお菓子に書かれた賞の景品がもらえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆既存のミニアトラクション、カーニバルゲームに景品が追加！  

期間中、J-WORLD TOKYO 内「黒子のバスケエリア」のミニアトラクション「マネージャーのお仕事」と、J-CARNIVAL

にあるカーニバルゲーム「キセキのビンゴ」に描き下ろしイラストを使用した景品が追加されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆オリジナルグッズが登場！  

○販売期間：開催期間中順次発売 

○販売場所：J-WORLD STORE (J-WORLD TOKYO 内) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆期間限定フードが登場！ (一例)  
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【景品一例】 

【グッズ一例】 
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トートバッグ(全 5 種) 
ファブリックキーホルダー 

(全 11 種) 

A5 クリアファイル 2 枚セット 

(全 6 種) 

56mm 缶バッジ(全 11 種) 

「マネージャーのお仕事」 

洗濯物の中からユニフォームを取り出し、その柄に応じた

景品がもらえるミニアトラクション。 

○料金：1 回 300 円 

○場所：J-WORLD TOKYO 内「黒子のバスケエリア」 

「キセキのビンゴ」 

9 つ並んだバスケットゴールにボールをシュートして、 

ビンゴを完成させるカーニバルゲーム。 

○料金：1 回 200 円 

○場所：J-WORLD TOKYO 内「J-CARNIVAL」 

【景品一例】 

44mm 缶バッジ(全 11 種) [成功賞] 巾着(全 5 種) 

オモテ ウラ 

トリックｏｒトリート？ 

黒子のハロウィンスーパービッグパフェ  

(2,480 円) 

 

フルーティーなジャンボパフェに、ハロ

ウィンの仮装をした11名をプリントした

せんべいと、ハロウィンらしいお菓子を

トッピングしました。 

※1 日 30 個限定。 

ダイカットクッション 

(全 5 種／各 1,980 円) 

アクリルキーホルダー 

(全 11 種／各 864 円) 

スクエア缶バッジ ver.1 

(全 11 種／各 378 円) 
※ブラインドパッケージ仕様 

[大成功賞] アクリルキーホルダー 

(全 5 種) 

ウラ オモテ 

【景品一例】 

黒子＆火神のハロウィン仮装 

ケーキ (チョコレートケーキ) 

(780 円) 

 

チョコレートケーキにチョコで作

った２人のハロウィン衣装のパー

ツ、かぼちゃを添えてハロウィン

らしさを表現しました。 
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◆イベント限定記念セット販売！  

「黒子のハロウィン in J-WORLD TOKYO」の開催を記念して、「J-WORLD TOKYO パスポート」、「イベントミニゲーム 2

回券」、「イベント記念限定グッズ」の３つがセットになった『イベント記念限定セット』を販売します。 

 

《価格》 

大人 4,800 円 ／ 子ども 4,600 円 

《販売スケジュール》 

[プ レ オ ー ダ ー 期 間] 9 月 15 日(火) ～ 9 月 21 日(月・祝) 

[プレオーダー抽選発表] 9 月 22 日(火・祝) 

[一 般 発 売 期 間] 9 月 28 日(月) ～ 11 月 3 日(火・祝) ※完全前売制/先着順 

※プレオーダー期間とは、一般発売に先駆けて事前にお申込みいただき、チケットを購入するサービスです。お申込 

み数が多数となった場合は抽選となります。 

《チケットご利用可能期間》 

2015 年 10 月 5 日(月)～11 月 3 日(火・祝) ※利用期間中の 1 日のみ使用可能 

《セット内容》 

① J-WORLD TOKYO パスポートチケット (入園料+アトラクション遊び放題) 

② イベントミニゲーム 2 回券 (対象：ミニゲーム「むっくんのお菓子選び」) 

③ ブランケット (J-WORLD TOKYO 限定ハロウィンちびキャライラストを使用したイベント記念限定グッズ) 

※全て J-WORLD TOKYO ご来園時に園内にてお引き換えとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《販売方法》 

WEB (http://www.namco.co.jp/tp/j-world/ticket/) にて前売り券販売。※数量限定 

《注意事項》 

※当日券の販売はございません。 

※予定数量が完売次第、販売は終了致します。追加販売の予定はございません。 

※プレオーダーで所定の数量が終了した場合は、一般販売は行いません。 

※イベント記念限定グッズの単独販売・後日販売はございません。 

※パスポートチケット・イベントミニゲーム 2 回券・イベント記念限定グッズは J-WORLD TOKYO ご来園時にお引き 

換えとなります。 

※パスポートチケットには入園料が含まれております。 

※パスポートチケット・イベントミニゲーム 2 回券は利用日時の指定はございません。「チケットご利用可能期間」であ 

れば 1 日のみ利用可能です。 

※パスポートチケットは J-WORLD TOKYO の６つのアトラクションが遊び放題になるチケットです。 

「つかもうぜ！ドラゴンボール！！」、「はなとうぜ！かめはめ波！！」、「ソルジャードックアドベンチャー」、 

「チョッパークエスト」、「シロモクバのカイテンモクバ」、「激闘！忍界大戦絵巻！！」を当日何度でもご利用可能です。 

※イベントミニゲーム 2 回券は、期間限定ミニゲーム「むっくんのお菓子選び」を 2 回ご利用いただけるチケットです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 

©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会 

「むっくんと室ちんのお菓子パーティー ～W エースフェス～」も開催！ 

「黒子のバスケ」の登場人物である「紫原 敦」(むらさきばら あつし)と「氷室辰也」(ひむろ たつや)

をフィーチャーしたイベントを開催！J-WORLD TOKYO 限定ちびキャライラストと等身イラストが、オ

リジナルのグッズや景品になって登場。限定フードや、録り下ろしのオリジナルボイスも楽しめるスペ

シャルイベントです！ 

○開催期間：2015 年 10 月 5 日(月)～11 月 3 日(火・祝) 

イベント記念限定グッズ 

ブランケット (W680mm × H480mm) 


