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春のティーパーティーを楽しむキャラクターの描き下ろしイラストが登場！
期間限定ミニゲームやフード＆デザートを楽しもう！

黒子のバスケ 黒子のティーパーティー in J-WORLD TOKYO
2018 年 3 月 3 日（土）～4 月 22 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、
“ティーパーティー”をテーマにした『黒子のバスケ』のイベントを、2018 年 3 月 3 日(土)から 4 月 22 日(日)まで開
催します。
今回は、春らしいカラフルな装いでティーパーティーを楽し
むキャラクターをイメージした描き下ろしイラストが登場しま
す。こちらのイラストを使用した景品がもらえるミニゲームや
オリジナルグッズなどが登場するほか、イベントテーマに合わ
せて考案したハーブティーや紅茶がセットになったフード、華
やかな彩りのデザートを、キャラクターを感じながら楽しめる
J-WORLD だけのイベントです。

《イベント概要》

※詳細は 2 枚目以降

■オリジナルフード＆デザート(全 6 種)
■ミニゲーム「クッキーくじ」
■ミニゲーム「角砂糖はこび」
■ラリーゲーム「黒子のティーパーティー」
■常設のミニゲーム「マネージャーのお仕事」と「キセキのビ
ンゴ」に描き下ろしイラストを使用した新景品が登場
■オリジナルグッズ

《フード＆デザート》

一例

《オリジナルグッズ》 一例
ティーパーティーセット
(全 6 種／各 1,296 円)
紅茶とクッキーのセット。マグバッジ付きです。

▲マグバッジ

優雅なティータイムを楽しめるセットです。
(画像はイメージ)

「黒子のバスケ」は、2009 年から 2014 年まで「週刊少年ジャンプ」(集英社)にて連載され、コミックスは累計発行部数 3,000 万部を突
破した超人気バスケットボール漫画。2012 年から 3 期にわたりテレビアニメが放送されました。
©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会
※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。
※弊社は 2018 年 4 月 1 日よりアミューズメント機器事業を統合した「株式会社バンダイナムコアミューズメント」に変わります。
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黒子のバスケ 黒子のティーパーティー in J-WORLD TOKYO

◆オリジナルフード＆デザートが全 6 種登場
販売期間：2018 年 3 月 3 日(土) ～ 3 月 19 日(月)

洛山高校 赤司・実渕の
チキンとロールキャベツのカチャトラ風
(with ローズヒップティー)

誠凛高校のティーパーティープレート
(黒糖蒸しケーキ、ドーナツ)
(750 円)

(990 円)

販売期間：2018 年 3 月 20 日(火) ～ 4 月 5 日(木)

海常高校 黄瀬・笠松の
サーモンエッグサンド＆キッシュプレート
(with レモンティー)

陽泉高校のティーパーティーケーキ
(レアストロベリーケーキ)
(750 円)

(990 円)

販売期間：2018 年 4 月 6 日(金) ～ 4 月 22 日(日)

桐皇学園高校 青峰・桃井のフルーツグラタン＆ワッフル
ブルーハワイアイス＆ストロベリーアイス添え
(with ピーチティー)

秀徳高校のティーパーティーケーキ
(オレンジケーキ)

(990 円)
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(750 円)
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黒子のバスケ 黒子のティーパーティー in J-WORLD TOKYO

◆期間限定ミニゲーム、ラリーゲームが登場

(景品は一例)

J-WORLD オリジナル景品がもれなくもらえる期間限定ミニゲームとラリーゲームが登場します。

ミニゲーム「クッキーくじ」

(営業時間：10 時～15 時 45 分)

たくさん並んだクッキーから好きなものを選ぼう！クッキーの裏の色に応じて景品をゲット！！
○料金：1 回 540 円

／

○場所：J-WORLD STORE 前 (J-WORLD 内)

[B 賞]
アクリルストラップ
(全 12 種)

[C 賞]
キャラシート＆
ステッカーセット
(全 12 種)

[A 賞]
ランチトート＆
キラキラ缶バッジ 2 個セット
(全 6 種)

ミニゲーム「角砂糖はこび」

[D 賞]
44mm 缶バッジ
(全 12 種)

(営業時間：16 時～20 時)

制限時間内にティーカップの中に角砂糖をいくつ運べるかな？ 運んだ角砂糖の数によってもらえる景品が変わるよ！
○料金：1 回 540 円

／

○場所：J-WORLD STORE 前 (J-WORLD 内)

※A 賞と C 賞は「クッキーくじ」と共通の景品です。

[B 賞]

ぷくっとストラップ (全 12 種)

ラリーゲーム「黒子のティーパーティー」

[D 賞]

オーバル缶バッジ (全 6 種)

(営業時間：12 時～21 時 00 分 ※ゴール受付 21 時 30 分まで)

J-WORLD 園内を巡るラリー形式のミニゲームです。
黒子達からティーパーティーに招待されたよ。
パーティーに持っていくためのおみやげ(スタンプ)を園内から探してこよう！
見事、スタッフおすすめのおみやげを見つけることが出来れば景品をゲット！！
○料金：1 回 500 円

／

○受付場所：黒子のバスケエリア (J-WORLD 内)

ピンバッジ (全 12 種)
※ランダムでお渡し
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黒子のバスケ 黒子のティーパーティー in J-WORLD TOKYO

◆常設のミニゲームに描き下ろしイラストを使用した新景品が登場

(景品は一例)

イベント期間中、常設のミニゲーム「マネージャーのお仕事」と「キセキのビンゴ」に描き下ろしイラストを使用した
新景品が登場します。

マネージャーのお仕事

キセキのビンゴ

カレー鍋をまぜて選手たちにおいしいカレーを届けよう！
お玉を回して出てきたボールの色に応じた景品を GET！

誠凛高校バスケ部メンバーにボールをパスして、
ビンゴを完成させよう！

○料金：1 回 300 円
○場所：「黒子のバスケエリア」(J-WORLD 内)

○料金：1 回 200 円
○場所：「J-CARNIVAL」(J-WORLD 内)

▼オモテ

▼ウラ
描き下ろしイラストの洋服が巾着
の柄になっています！

[新景品]
ミミ付きミニ巾着 (全 6 種)

[新景品]
コースター
(全 12 種)
※ランダムでお渡し

[新景品]

アクリルスタンド (全 6 種)

◆オリジナルグッズ
○販売場所：J-WORLD STORE (J-WORLD 内グッズショップ) ※期間中、順次販売いたします。

クリアファイル
(全 1 種／378 円)

75mm 缶バッジコレクション
(全 12 種／1 個 378 円)
※ブラインドパッケージ

プレート
(全 7 種／各 1,728 円)

A

B

アクリルアートスタンド
(全 12 種／各 2,000 円)

▲組み立てイメージ

C

ラバーストラップセット (全 3 種／各 3,024 円)
※店頭での受注販売

ティーパーティーセット
(全 6 種／各 1,296 円)

▲使用イメージ

※紅茶とクッキーのセット

プレート(左上)とティーパーティーセット
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