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テレビアニメ『斉木楠雄のΨ難』の期間限定“中二病”イベントを開催！
侵略の危機が迫る池袋… “漆黒の翼”とダークリユニオンの決戦が今始まる…！！

ダークリユニオン襲来!？
サ イ

漆黒の翼のΨ誕～Rebirth of the Darkness～ in J-WORLD TOKYO
2018 年 4 月 28 日(土) ～ 7 月 8 日(日)
株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する“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)では、テレビアニメ『斉木楠雄のΨ難』の期間限定イベントを、2018 年 4 月 28 日(土)から 7 月 8 日(日)まで開催します。

今回は、『斉木楠雄のΨ難』に出てくる“中二病”なキャラクター海藤 瞬(かいどうしゅん)をメインとしたイベントを開催します。本イベ
ントは海藤役の声優 島﨑信長さんのツイッターでの投稿を実現させたイベントで、海藤が創造する「悪の秘密結社 ダークリユニオン」
という架空の世界観をテーマに、キャラクターをモチーフにしたフード＆デザートや、期間限定のミニゲーム、描き下ろしイラストを使用した
オリジナルグッズなどが登場します。さらに、“中二病”っぽいアイテムを持って J-WORLD に来園した方には「同志の刻印(カード)」をプレ
ゼントします。海藤の目に映る“中二病”な世界観に入り込み、海藤と共に「悪の秘密結社 ダークリユニオン」に立ち向かう
J-WORLD だけのイベントです。
《イベント概要》
■最後の晩餐 (期間限定フード＆デザート)
■決戦の地 (期間限定ミニゲーム)
■宝物庫 (オリジナルグッズ)
■漆黒の賜物 (スペシャル企画)
＊“中二病”っぽいアイテムを持って来園した方に
「同志の刻印(カード)」をプレゼントします。

【フード一例】 疼く右腕！黒き波動(ブラック・ビート)を解き放て…！
「紅の封印(ブラッディー クリムゾン チェーン)」 (990 円)
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【詳細は次ページ以降をご覧ください】
※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。あらかじめご了承ください。
※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。
※株式会社ナムコと株式会社バンダイナムコエンターテインメントのアミューズメント機器事業部門は 2018 年 4 月 1 日より株式会社バンダイナムコアミューズメントとし
てスタートしました。
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- INTRODUCTION世界の闇を支配する巨大な組織…『悪の秘密結社 ダークリユニオン』
かつて、その組織に所属し A 級ソルジャーとして組織で一目置かれる存在がいた。
しかし、彼は突然ある力を秘めた石と共に、忽然と姿を消した…
それから数十年…
彼なき後もダークリユニオンは闇を暗躍し続けていた。その手はついにこの日本まで忍びよっていたのだ。
闇のオーラが色濃く現れ、侵略の危機にたたされる池袋。そこに現れた“漆黒の翼”と名乗る青年。
“漆黒の翼”とダークリユニオンの因縁。彼の腕に秘められた力。
宿命を背負いし“漆黒の翼”とダークリユニオンの決戦が今始まる…！！！

◆島﨑信長さんのツイッターでの投稿が実現！
昨年の「ジャンプフェスタ 2018」の『斉木楠雄のΨ難』のジャンプスーパーステージに登壇された
海藤役の声優 島﨑信長さんが、イベント終了後にツイッターで投稿した
『漆黒の翼のΨ誕～Rebirth of the Darkness』をイベントとして開催します。
▼島﨑信長さんの投稿
“劇場版『漆黒の翼のΨ誕～Rebirth of the Darkness』、よろしくお願い致します！”
https://twitter.com/nobunaga_s/status/942275333146816512
J-WORLD でしか体験できない"漆黒の翼“づくしのイベントです。

◆最後の晩餐 (期間限定フード＆デザート) ※一例

ナン

漆黒に彩られた楠雄の「Ψ難カレー」

熱き漆黒の魂 「燃堂の Darkness Noodles」

(850 円)

(830 円)

ダークリユニオン vs 漆黒の翼 ～決戦！暗黒の大地～
斉木楠雄の「魅惑の“黒い宝石”(ブラックジュエル)」

(クーベルチュールショコラケーキ)

(620 円)

(740 円)
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◆決戦の地 (期間限定ミニゲーム) ※景品は一例
このイベントでしか手に入らない、J-WORLD オリジナル景品がもれなくもらえる 3 つの期間限定ミニゲームが登場します。

ミニゲーム 『ダークリユニオンが宙を舞う！黒き翼を掴み取れ！』
漆黒の翼を魔の手が襲う…！？
ついにダークリユニオンの攻撃が始まった！奴らの疾風のような攻撃をかいくぐり、ダークリユニオンの羽根を掴みとれ！
漆黒の羽根が舞うエアーくじ！引き当てた等級に応じた景品をゲット！
料金：1 回 350 円 ／ 場所：J-ARENA (J-WORLD 内)

《C 級ソルジャー》
《A 級ソルジャー》

《B 級ソルジャー》

イラストシート (全 11 種)

アクリルバッジ(全 5 種)

カド丸缶バッジ(全 5 種)

※ランダムでお渡し

ミニゲーム 『殺人竜蛇現る！唸れメテオスパークジェノサイドボール！』
ダークリユニオンが仕向けた“殺人竜蛇”(マーダードラゴラムスネイク)が J-WORLD に押し寄せる！
力を解き放ち“メテオスパークジェノサイドボール”で敵を倒せ！
技名を叫びながらボールを投げ、倒れたパネルの数に応じた景品をゲット！(技名は大きな声で、感情を込めて叫びましょう)
料金：1 回 350 円 ／ 場所：J-ARENA (J-WORLD 内)

《超坐対禅窟の海藤》

《漆黒の翼》

ブックマーカー(全 6 種)

メガネ拭き(全 5 種)

ラリーゲーム 『漆黒の翼参上！黒の秘密結社を追い詰めろ！ 』
ついに J-WORLD がダークリユニオンに侵略されてしまった…！
(と思い込んでいる)海藤は、ダークリユニオンを追うべく園内を奔走する…。
同志たちが J-WORLD に隠したダークリユニオン撃退に繋がる痕跡(ヒント)を見つけだし、術を完成させてダークリユニオンを封印せよ！
J-WORLD 園内に設置された黒いパネルを探そう！パネルにライトをあてるとダークリユニオン撃退に繋がる痕跡が浮かび上がる！
全部で 5 ヶ所ある痕跡を見つけると術が完成するぞ！
料金：1 回 350 円 ／ 受付場所：J-ARENA (J-WORLD 内)

《封印の証》 ギミックカード (全 5 種) ※ランダムでお渡し

スリーブから出すとカラーになります。
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◆宝物庫 (オリジナルグッズ)
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※一例

○販売場所：J-WORLD STORE (J-WORLD 内グッズショップ)

メガネ on メガネスタンド

75mm 缶バッジコレクション

(全 1 種／5,400 円) ※店頭での受注販売

(全 5 種／1 個 378 円) ※ブラインドパッケージ仕様

アクリルスタンド

ギミッククリアファイル

附属のシートをクリアファイルに入れると

(全 5 種／各 1,080 円)

(全 2 種／各 432 円)

絵柄が変化します。

◆漆黒の賜物(スペシャル企画)

《合言葉で『漆黒の翼 同志の刻印』をもらおう！》
悪の秘密結社 ダークリユニオンが池袋の侵略に着手したとの情報が…。
ヤツらの侵略計画は謎に包まれ、漆黒の翼といえども単独での応戦は困難が予想された…。
池袋を…いや、日本をダークリユニオンから救うため、今此処に漆黒の翼と共に戦う同志を集う！
”黒の番人“と記された漆黒の宝具を身にまといし同志に合言葉を伝え、同志の刻印を受け取るのだ！！
(訳)
包帯、眼帯、サングラスなどの“中二っぽいな～”と思うアイテムや、黒い服で来園された方に『漆黒の翼 同志の刻印』をプレゼント！
“中二っぽい”アイテムは各々の判断にお任せします！
J-WORLD 内にいる“黒の番人”の腕章をつけたスタッフにアイテムを見せ、合言葉『エイワズ』を伝えよう！

▲同志の刻印 (カード)
※1 名につき 1 枚まで。ランダムでお渡し。
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■テレビアニメ「斉木楠雄のΨ難」とは
『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載され、コミックス発行部数累計 600 万部突破の人気漫画「斉木楠雄のΨ難」。
テレビアニメ第 1 期、実写映画化に続き、待望のテレビアニメ第 2 期が絶賛放送中！
【テレビアニメ「斉木楠雄のΨ難」第 2 期 作品概要】
テレビ東京ほかにて絶賛放送中！！
・テレビ東京：毎週火曜 深夜 1 時 35 分～
・テレビ北海道：毎週火曜 深夜 1 時 35 分～
・テレビ愛知：毎週火曜 深夜 3 時 5 分～
・テレビ大阪：毎週火曜 深夜 1 時 35 分～
・テレビせとうち：毎週火曜 深夜 1 時 40 分～
・ＴＶＱ九州放送：毎週火曜 深夜 3 時 5 分～
・RKK 熊本放送：毎週日曜 深夜 1 時 50 分～
・アニマックス：毎週月曜 19 時～
※放送日時は変更になる場合があります
【配信情報】
・各話個別課金：あにてれ、ニコニコ動画、J:COM オンデマンドほか 毎週水曜深夜 0 時～
・見放題独占配信：Netflix 毎週金曜深夜 0 時～
※配信日時は変更になる場合があります。
【WEB】
アニメ公式Ψト http://www.saikikusuo.com
アニメ公式 Twitter @saikikusuo_PR
テレビ東京・あにてれ http://ani.tv/saikikusuo
公式 LINE スタンプ ※iPhone/Android/PC のみ http://line.me/S/sticker/7605
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