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“心の清らかなこども”入園無料！！

ドラゴンボール祭り 2018 in J-WORLD TOKYO
“あつまれ！みんな乗れっぞ、筋斗雲！！”
2017 年 11 月 23 日（木・祝）～2018 年 1 月 28 日（日）
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、『ドラゴンボール』の期間限
定イベントを 2017 年 11 月 23 日(木・祝)から 2018 年 1 月 28 日(日)まで
開催します。
本イベントは、じゃんけんで勝ち抜き優勝を目指す「じゃんけん天下一
武道会」の開催や、筋斗雲に乗る訓練ができる期間限定アトラクション「ミ
ニ筋斗雲 練習場！」、常設のアトラクション「ZENKAI 筋斗雲」など、
ドラゴンボールの世界観の中で遊べるイベントです。
さらに、期間中は、2018 年で J-WORLD 開園 5 周年を迎えることを記念
して、小学生以下のこどもは入園無料に。また、ふわふわのわたあめで筋
斗雲を作る体験ができます。
《イベント概要》

※詳細は 2 枚目以降

■小学生以下のこども限定！入園無料！！
■小学生以下のこども限定！“わたあめで筋斗雲を作ろう！”
■じゃんけん天下一武道会
■期間限定アトラクション「ミニ筋斗雲 練習場！」
■常設アトラクション「ZENKAI 筋斗雲」

《J-WORLD でしか体験できない『ドラゴンボール』のイベントを開催！》

▲じゃんけんで勝負！

▲筋斗雲に乗る練習をしよう！

▲3D アトラクションでぶっ飛び体験

「じゃんけん天下一武道会」

期間限定アトラクション
「ミニ筋斗雲 練習場！」

常設アトラクション
「ZENKAI 筋斗雲」

©バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
※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。 ※画像はイメージです。

添付資料(1/3)

ドラゴンボール祭り 2018 in J-WORLD TOKYO

J-WORLD の冬は“筋斗雲”でいっぱい！
孫悟空は、とっておきの戦士を選ぶため、
“じゃんけん”と“筋斗雲”をつかった様々な試練をつくり、さらに修業
に必要な美味しいご飯やデザートをたっぷり用意しました。

◆小学生以下のこども限定！入園無料！！
2018 年で 5 周年を迎える J-WORLD TOKYO。
5 周年イヤー突入を記念して、イベント期間中、小学生以下のこどもは
通常 600 円の入園料が無料になります。
さらに、アトラクションが遊び放題になる「パスポート」も、
通常 2,400 円が 1,800 円に割引されます。
●期間：2017 年 11 月 23 日(木・祝)～2018 年 1 月 28 日(日)
●対象：小学生以下 (高校生以上の同伴が必要)
※中学生以上の方は通常料金での入園となります。

◆小学生以下のこども限定！“わたあめで筋斗雲を作ろう！”
小学生以下のこどもを対象に、ふわふわのわたあめで筋斗雲を自分で作って食べられる
スペシャルな体験ができます。
●期間：2017 年 11 月 23 日(木・祝)～2018 年 1 月 28 日(日)
●場所：J-WORLD KITCHEN (J-WORLD 内)
●対象：小学生以下

※期間中 1 日 3 回実施

※園内の混雑状況によって開催場所、参加人数などが変更になる場合がございます。

▲“筋斗雲わたあめ”
イメージ

◆じゃんけん天下一武道会
じゃんけんで勝ち抜き優勝を目指そう！
会場にはミスター・サタンも登場して勝負を盛り上げるが、そこにフリーザの悪の手が忍び寄る…
【開催期間】2017 年 12 月 16 日(土) ～ 2018 年 1 月 28 日(日)までの土日祝及び指定日
※指定日…12/25～12/29、1/2～1/5、1/9
【開催場所】J-WORLD KITCHEN (J-WORLD 内)
【開催時間】14：00 ／ 16：00 ※1 日 2 回開催
【参加料金】無料

ミスター・サタン

フリーザ

●優勝賞品：筋斗雲アトラクション 1 日乗り放題チケット
※期間限定アトラクション「ミニ筋斗雲 練習場！」とアトラクション「ZENKAI 筋斗雲」が当日何度でもご利用いただけるチケットです。
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◆期間限定アトラクション「ミニ筋斗雲 練習場！」
“筋斗雲”に乗るには、心が清いこと、そしてバランスが重要！
カリン塔の修業エリアに作られた専用コースで、
“ミニ筋斗雲”に乗って訓練をしよう！
【開催期間】2017 年 11 月 23 日(木・祝) ～ 2018 年 1 月 28 日(日)
【開催場所】J-ARENA (J-WORLD 内)
【開催時間】平日 13：00～20：00 ／ 土日祝及び指定日 10：00～20：00
※指定日…12/25～12/29、1/2～1/5、1/9
【利用料金】800 円

※パスポート利用可
ミニ筋斗雲に乗って訓練しよう！
体重移動が走行のカギ！
うまく操作してコースをクリアしよう！
※身体を前後に傾けるだけで簡単に加速・減速することができ、
練習すればどなたでも操作可能です。
小回りが利き、直観的な体感操作が可能な乗り物です。

◆常設アトラクション「ZENKAI 筋斗雲」
迫力の 3D 映像と、吹き付ける風やミストでリアルな“空の旅”が体験できるバーチャルコースター！！
筋斗雲に乗って、悟空と一緒にハチャメチャな空の旅へ出発！
【場所】ドラゴンボールエリア (J-WORLD 内)
【料金】1 回 800 円 ※パスポート利用可

憧れの筋斗雲に乗り 3D メガネをかけて空の旅へ！
視界を覆う球面のスクリーンに映し出される臨場感溢れる映像と、風やミストなどの演出で、リアルに空を飛んでいる気分が味わえる。
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◆ドラゴンボールの世界観の中で遊べる！
J-WORLD にはドラゴンボールの世界観が楽しめるエリアや、キャラクターをモチーフにしたフード、限定グッズが
たくさん！

DRAGON BALL エリア
「DRAGON BALL エリア」には、フォトスポットや楽しい遊びが盛りだくさん！
実際に乗ることができる“宇宙船”などキャラクターになりきって写真が撮れるフォトスポットや、
“かめはめ波”を放つことができる 3D 体感アトラクション、ドラゴンボールを集めるアトラクションなどが楽しめます。

アトラクション「はなとうぜ！かめはめ波！！」

アトラクション「つかもうぜ！ドラゴンボール！！」

悟空と一緒に必殺技“かめはめ波”を放て！
迫力の 3D 体感アトラクション。

ドラゴンレーダーを片手に敵の基地に潜入。
ドラゴンボールを集めて神龍を呼び出そう！

キャラクターをモチーフにしたフード

(左から)
・カスタードホイップの筋斗雲とミルクレープ (650 円)
・お待たせしましたー！ベジータの特製たこ焼き (480 円)
・ギャリック砲からあげ (430 円)
・天下一武道会前のはらごしらえ！悟空のパワーアップミートバーガー (ポテト付) (880 円)
・悟空のスーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人ドリンク (590 円)

J-WORLD 限定グッズ

スイートクッキー
(1,000 円)

ドラゴンレーダー ガムボールセット
(950 円)
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マグバッジ
(各 600 円)

