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TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」の期間限定テーマパークが東京・池袋に出現ッ！ 

「JOJO WORLD in TOKYO」 

9月3日(金)12:00より事前予約受付開始――ッ！ 
 

 
 

株式会社バンダイナムコアミューズメントは、TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」第1部から第5部の世界観を体験できる期間限定

テーマパーク「JOJO WORLD in TOKYO」を、2021年9月18日(土)から10月13日(水)まで東京・池袋の体験型複合施設

「NAMJATOWN
ナ ン ジ ャ タ ウ ン

 」園内にオープンします。「JOJO WORLD」は2021年3月の横浜を皮切りに全国各地で開催しており、大阪、福

岡に続き、今回カルチャーの街、東京・池袋で4回目の開催となります。 

 「JOJO WORLD」だけで体験できるアトラクション「ジョースター 一行ワールドツアー」「漫画家のうちへ遊びに行こう」「パッショーネ 配

属チーム適性診断テスト」や、ミニゲーム「メメタァ！波紋ルーレット」「古代ローマの戦車デスマッチガラポン」「DIOのきさま！見ている

なッ！」、メインビジュアルの世界観に入り込めるフォトスポットをお楽しみいただけるほか、TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」第1部から

第5部の主人公であるジョナサン・ジョースター、ジョセフ・ジョースター、空条
くうじ ょう

承太郎
じ ょ う た ろ う

、東方
ひがしかた

仗助
じょうすけ

、ジョルノ・ジョバァーナの描きおろし等身

イラスト5体と、イラストレーターのゆーぽん氏による描きおろしの“ちみキャラ”イラスト10体を使用したオリジナルグッズの販売や作品をモ

チーフにしたコラボフード(全10種)を展開します。 

なお、東京での開催からオリジナルグッズ「リボンスカーフ」や「まるぬいぐるみ」の第2弾ラインアップなど7種の新商品を発売し、TVアニ

メシリーズを振り返る展示コーナー、「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」のアニメ化決定を記念してスタンディパネル展示やオリ

ジナル景品がもらえるミニゲーム「ストーン・フリーの糸くじ」が新たに登場します。 

オリジナルグッズの新商品は全国のジョジョファンにお買い求めいただけるよう、ナムコパークス オンラインストアでも販売します。 

新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とした混雑緩和のため、一部期間は事前予約制となっております。詳細は「JOJO 

WORLD」公式サイトやTwitter(@JOJO_WORLD2021)をご確認ください。 

また、東京での開催終了後は、10月22日(金)～11月28日(日)に宮城、2021年10月29日(金)～11月28日(日)に愛知で

の期間限定オープンも決定しました。「JOJO WORLD」の今後の展開は、公式サイトやTwitterで順次お知らせします。 
 

 

「JOJO WORLD」 公式サイト https://event.bandainamco-am.co.jp/jojo-world/ 
 

 

 

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容の変更、中止となることがあります。 ※画像はイメージです。 

※商品、景品は数量に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。 
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【詳細は次ページ以降をご覧ください】 

https://event.bandainamco-am.co.jp/jojo-world/


 

 

「JOJO WORLD in TOKYO」 詳細 添付資料(1/5) 

◆オリジナルグッズ                                                                   

既存の商品ラインアップに加え、9月18日(土)より7種の新商品を販売します。 

 
アクリルボールチェーン(全5種) 

価格：1,800円 

 
 

アクリルバッジ(全10種) 

価格：750円 ※ランダム封入 

 
 

トレーディングステッカー Vol.2(全21種) 

価格：350円 ※ランダム2枚封入 

 

リボンスカーフ Vol.2(全5種) 

価格：1,800円 

 

まるぬいぐるみ Vol.2(全5種)  

価格：1,000円 ※ランダム封入 

 

お土産ビスケット(全1種) 

価格：850円 

 

イギーのゆらゆらグラス(全1種) 

価格：1,200円 

 

◆ナムコパークス オンラインストア (インターネット通販)  

新しく追加となる7商品を受注生産により販売します。 

https://parks2.bandainamco-am.co.jp/ 

受注期間：2021年9月18日(土)10:00～10月18日(月)23:59 

※商品は2022年1月頃お届け予定です。 ※別途送料がかかります。 

 

 

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容の変更、中止となることがあります。※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 

※商品は数量に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。  
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https://parks2.bandainamco-am.co.jp/


 

 

「JOJO WORLD in TOKYO」 詳細 添付資料(2/5) 

◆コラボフード                                                                      

新メニュー5品を加えた、各シリーズをモチーフにしたコラボフード(全10種)をナンジャタウン内の飲食店舗で販売します。 

その他、キャラクターをプリントして楽しめるフォーチューンラテ、第3部に登場したイギーをデザインしたドーナツ、イギーのゆらゆらグラスに

入れたソフトドリンクも販売します。 

＜コラボフード一例＞ 

  
 

イギードーナツ 

価格：650円 

『血は生命
い の ち

なり！』石仮面オムライス 

価格：1,300円 

ジョルノの好物プリン 

価格：1,200円 
 

・「ジョセフとシーザーの波紋入りスパゲッティロッソ」 価格：1,400円 

・「因縁の宿敵！承太郎とDIOのパンケーキ」 価格：1,100円 

・「おれが この町を守りますよ 杜王町シーフードピザ」 価格：1,200円 

 

◆「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」スペシャルコーナー                                        

「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」のアニメ配信に先駆け、スタンディパネルの展示やオリジナル景品がもらえるミニゲームが登

場します。 

ミニゲーム「ストーン・フリーの糸くじ」 スタンディパネル展示 

空条徐倫
くうじょうじょりーん

のスタンド「ストーン・フリー」にちなんだミニゲームです。 

複数ある糸から１つを選んで引くと札が上がり、札に描かれた柄に応じて景

品を１つもらえます。 

料金：500円/1回 

 

 

 

マルチクロス賞(全1種) 

 

缶バッジ賞(全4種) 

※ランダム配付 

 

ステッカー賞(全7種) 

※ランダム配付 
 

 

 

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容の変更、中止となることがあります。※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 

※商品、景品は数量に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。  
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「JOJO WORLD in TOKYO」 詳細 添付資料(3/5) 

◆第3部アトラクション「ジョースター 一行ワールドツアー」                                           

ジョースター一行が日本を出発して旅を終えるまでの軌跡をたど

ることができるッ！すごろく型アトラクション 

第3部をモチーフに、デジタルすごろくで承太郎達の旅路を振り返る

アトラクションです。タッチパネル式モニターを使用し、マス毎に待ち構

える敵のスタンド使いとミニゲームやクイズで戦いながら最終目的地

のDIOの館を目指します。スタンドバトルやルーレットの結果によって

エンディングが変化します。 

料金：880円/1回 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第4部アトラクション「漫画家のうちへ遊びに行こう」                                              

岸辺
き し べ

露
ろ

伴
はん

に取材されるッ！対話型アトラクション 

第4部をモチーフに、露伴との対話が疑似体験できるアトラクション

です。 

露伴は、漫画のネタにするために、自身のファンというお客さま(体験

者)を家に招き入れ話を聞くことに。 

露伴の部屋でモニターに映る露伴と対面していくつかの質問に答え

ていくと、選択肢によって様々なエンディングを迎えます。 

料金：1,100円/1回 

 

 

 

 

◆第5部アトラクション「パッショーネ 配属チーム適性診断テスト」                                       

パッショーネ入団後の所属チームを決めるため、適性診断に挑

戦ッ！ミッション進行型アトラクション 

パソコンを使い、所属チームを決めるための診断テストと能力検査を

受けていただきます。見事クリアできれば、「ブチャラティチーム」または

「暗殺者チーム」どちらかのリーダーから電話がかかってきて直接辞令

を受ける事ができます。 

料金：1,100円/1回 

 

 

 

 

 

 

 

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容の変更、中止となることがあります。※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 

※特典は数量に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。  

＜特典＞アトラクションを体験すると、 

タロット風カード(全1種)をプレゼント！ 

 
 

 
 

＜特典＞アトラクションを体験すると、 

「ピンクダークの少年」コミックス風ノート(全1種)プレゼント！ 

 
 

＜特典＞アトラクションを体験すると、 

ステッカー(全13種)をランダムで1枚プレゼント！ 

 
 

見事DIOに勝利すると、さらに 

「ジョースター一行の思い出」 

(全1種)をプレゼント！ 
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「JOJO WORLD in TOKYO」 詳細 添付資料(4/5) 

◆第1部ミニゲーム「メメタァ！波紋ルーレット」                                                  

波紋でカエルをメメタァして、無事に岩が割れれば成功ッ！ 

第1部のエピソードをモチーフにしたデジタルルーレットです。カエルのぬいぐるみをメメタァ(カエルに拳を下す)すると、モニターに映像演出

が表示され、結果に応じてA～C賞いずれかの景品が１つもらえます。 

料金：500円/1回 
 

＜景品ラインアップ＞ 

A賞：マルチクロス(全2種)  

B賞：アクリルスタンド(全10種) 

C賞：場面写真ブロマイド(全20種) ※ランダムで2枚配付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第2部ミニゲーム「古代ローマの戦車デスマッチガラポン」                                           

戦車ガラポンを回して、球をコロッセオ内に走らせようッ！ 

第2部のエピソードをモチーフにしたガラポンです。吸血馬の戦車をモチーフとしたガラポンを回すと、球がコロッセオ型の受け皿内を戦車

のように回る演出が楽しめます。出た球の色に応じてA～C賞いずれかの景品が１つもらえます。 

料金：500円/1回 

※景品は、第1部ミニゲーム「メメタァ！波紋ルーレット」と共通です。 

 

◆第3部ミニゲーム「DIOのきさま！見ているなッ！」                                              

ハーミットパープルを使用して念写ッ！ 

第3部のエピソードをモチーフにしたデジタルくじです。体験者はテレビモニターに向かってスタンド「ハーミットパープル」を発動させ、(モニ

ターに手をかざすアクションをして)念写をします。モニターに映し出された念写の結果によってA～C賞いずれかの景品が１つもらえます。 

料金：500円/1回 
 

＜景品ラインアップ＞ 

A賞：クッション(全2種) 

B賞：カド丸缶バッジ(全10種) 

C賞：ポストカード (全15種) ※ランダム配付 

※景品の柄は全てDIOです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容の変更、中止となることがあります。※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 

※景品は数量に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。  
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「JOJO WORLD in TOKYO」 詳細 添付資料(5/5) 

◆展示・フォトスポット                                                                 

「ジョジョの奇妙な冒険」の名シーンをパネルで振り返ることができる展示コーナーが新たに登場します。 

フォトスポットではJOJO WORLDの世界観に入り込んで、主人公たちと一緒に記念写真を撮ることができます。 

※写真撮影にはカメラやスマートフォンなどをご持参ください。 

 

 

「JOJO WORLD in TOKYO」 

開催場所：サンシャインシティ ワールドインポートマートビル３F ナンジャタウン内 

開催期間：2021年9月18日(土)～10月13日(水) 

営業時間：10:00～20:00 

【東京会場入場方法】 

入場時に、お一人様800円(お子様500円)をお支払いいただきますが、JOJO WORLD内の各種コンテンツにて使用できる

800円(お子様500円)のクーポンチケットをお渡しいたします。詳細はJOJO WORLD公式サイトをご確認ください。 

「JOJO WORLD」 公式サイト https://event.bandainamco-am.co.jp/jojo-world/ 

 

◆宮城・愛知でも開催決定！ 

「JOJO WORLD in MIYAGI」 

開催期間：2021年10月22日(金)～11月28日(日)／開催場所：イオンモール新利府南館4階 

「JOJO WORLD in AICHI」 

開催期間：2021年10月29日(金)～11月28日(日)／開催場所：イオンモール熱田店2階 

 

詳細は「JOJO WORLD」公式サイトやTwitter(@JOJO_WORLD2021)で順次公開します。 

 

 

※ニュースリリースの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容の変更、中止となることがあります。※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 

 

なお、同店を含む当社施設では各種の新型コロナウイルス感染症対策を行っています。 

詳しくは当社ホームページ(https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html)をご覧ください。 
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