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黒子・火神・「キセキの世代」がブラックスタイルで全員集合！ 

「黒子のバスケ Black Style Collection Ver. Special」 

2月より池袋とオンラインをはじめ、梅田でも開催 
 

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する体験型複合施設

「NAMJATOWN
ナ ン ジ ャ タ ウ ン

」(東京・池袋)は、テレビアニメ『黒子のバスケ』とのコ

ラボレーション催事「黒子のバスケ Black Style Collection Ver. 

Special」を2022年2月11日(金・祝)から3月6日(日)まで開催しま

す。 

「Black Style Collection」は『黒子のバスケ』のキャラクターが黒を

基調とした衣装をまとった等身描き下ろしイラストで登場するコラボレー

ション催事で、2021年6月からキャラクターごとに展開してきました。 

本催事は「Black Style Collection」の集大成となり、これまでに登

場した黒子
く ろ こ

 、火神
か が み

 、黄瀬
き せ

 、緑間
み ど り ま

 、青峰
あおみね

 、紫原
むらさきばら

 、赤司
あ か し

 の7人とおそろい

の衣装を着たテツヤ2号が勢ぞろいし、これらのイラストを使用した新規

オリジナルグッズをご購入いただけるほか、もれなくオリジナル景品がもらえ

るミニゲーム「てちてちテツヤ2号」やオリジナルデザート＆フードをお楽し

みいただけます。 

また、本催事の開催を記念して、2020年1月以来となる黒子が登

場するキャラクターグリーティングを実施します。 

 

「ナムコパークス オンラインストア」では、2月11日(金・祝)より会場で

販売するオリジナルグッズをインターネット通販でご購入いただけるほか、

会場と同じオリジナル景品が手に入る景品ミニゲームもご利用いただけます。 

また、3月12日(土)より「Hugood
ハ グ ッ ド

! from
フ ロ ム

 NAMJATOWN
ナ ン ジ ャ タ ウ ン

」(大阪・梅田)での開催も決定しました。 

さらに、ナンジャタウン隣接の「プライズストリート@サンシャインシティ」や、Hugood! from NAMJATOWN隣接の「namco HEP 

FIVE店」、ネットクレーンモール「とるモ」でオリジナルアミューズメント景品を展開します。 
 

「黒子のバスケ Black Style Collection Ver. Special」 開催期間：2022年2月11日(金・祝)～3月6日(日) 

◆キャラクターグリーティング 

◆ミニゲーム「てちてちテツヤ2号」 ※オンラインあり 

◆オリジナルデザート＆フードの販売 

◆オリジナルグッズの販売 ※オンラインあり 

◆オリジナルアミューズメント景品 

「黒子のバスケ Black Style Collection Ver. Special」特設サイト 

https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/kurobas_ bsc_special/ 

【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。 
  

©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会 
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「黒子のバスケ Black Style Collection Ver. Special」詳細 添付資料(1/4) 

◆黒子がナンジャタウンにやってくる！キャラクターグリーティングを 2 年ぶりに開催                             

「黒子のバスケ Black Style Collection Ver. Special」の開催期間中、黒子のキャラクターグリーティングを実施します。ナンジャタ

ウンでの『黒子のバスケ』キャラクターグリーティングは、2020年1月以来、2年ぶりの開催となります。 

参加方法などの詳細は、コラボ特設サイトおよびナンジャタウン公式サイトでお知らせします。 

 

 

◆ミニゲーム「てちてちテツヤ2号」                                                          

テツヤ2号がお散歩するルートに応じてオリジナル景品をGET！足元のスイッチでお好きなスタート地点を1つ選ぶと、モニター内のテツ

ヤ2号がゴールに向かって歩き始めます。辿り着いたゴールの結果に応じてもれなくオリジナル景品が1つもらえます。 

価格：600円/1回 

＜景品＞ 

 

S賞：アクリルボード 

(全7種) 

 

A賞：アクリルキーホルダー 

(全7種) 

 

 

B賞：キラキラ75㎜缶バッジ 

(全8種) 

 

C賞：クリアステッカー 

(全7種) ※ランダム配付 
 

さらに、会場と同じオリジナル景品が手に入るミニゲームが「ナムコパークス オンラインストア」で遊べます。 

◆ナムコパークス オンラインストア (景品ミニゲーム) 

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

2022年2月11日(金・祝)10:00～3月31日(木)23:59 

※オリジナル景品は2022年6月頃お届け予定です。 ※獲得されたオリジナル景品は受注生産となります。 ※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。※価格は全て税込みです。 ※画像はイメージです。 

※景品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。  

©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会 
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「黒子のバスケ Black Style Collection Ver. Special」詳細 添付資料(2/4) 

◆オリジナルグッズ                                                                   

描き下ろしイラストを使用した新規オリジナルグッズを販売します。『黒子のバスケ』関連商品を1会計につき税込3,000円お買い上げ

ごとに、箔押しイラストシート(全7種)を1枚プレゼント！お好きな絵柄をお選びいただけます。 

＜オリジナルグッズ一例＞ 

 
キラっとデコ缶バッジコレクション(Black Style) (全7種) 

価格：1個500円 ※ランダム封入 

 
キラっとデコ缶バッジコレクション(テツヤ2号) (全7種) 

価格：1個500円 ※ランダム封入 

 

クリアファイル (全8種) 

価格：各500円 

 

ホロアクリルキーホルダー(テツヤ2号) 

(全7種) 価格：各800円 

 

BIG アクリルスタンド (全7種) 価格：各6,000円 

サイズ：207mm×321mm 内 ※キャラクターごとに異なります。 

※Black Style Collection Ver. Kuroko のアクリルスタンド(右)との大きさ比較 

 

【店頭受注販売およびインターネット通販限定】 

オリジナルリング (全7種) 価格：1セット8,000円 

描き下ろしイラストのキャラクターが身につけている指輪をイメージした 

リングです。アクリルシートがセットになっています。 
 

 
＜店頭購入特典＞ 箔押しイラストシート (全7種) 

 

◆ナムコパークス オンラインストア (インターネット通販) 

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

2022年2月11日(金・祝)10:00～3月31日(木)23:59 

※2022年6月頃お届け予定です。 ※受注生産による販売となります。 

※インターネット通販では購入特典の箔押しイラストシートは付きません。 ※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。※価格は全て税込みです。 ※画像はイメージです。 

※商品・特典は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。  

©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会 
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「黒子のバスケ Black Style Collection Ver. Special」詳細 添付資料(3/4) 

◆オリジナルデザート＆フード                                                            

キャラクターをモチーフにした新規オリジナルデザート＆フード(全12種)を販売します。対象メニューを1品お買い上げごとに、メニューに

紐づいた箔押しダイカットイラストシート(全12種)を1枚プレゼント！ 

＜オリジナルデザート＆フード一例＞ 

 販売場所：ナンジャ餃子スタジアム  

 

黒子テツヤのさっぱり水餃子 

価格：990円 

 

 

火神大我のがっつりチャーハンコロッケ丼 

価格：990円 

 

 

紫原 敦のはじける☆グレープソーダ 

価格：880円 

 

 

Black Style Collection Crepe 

価格：900円 

 

 販売場所： Hugood!CAFÉ  

 

アクリルコースター付きソフトドリンク 

価格：980円 

アクリルコースター(全7種)から1つお選びいただけます。 

ソフトドリンクは店頭のメニュー表からお選びください。 

 

アイシングクッキー 価格：650円 

グッズ付きアイシングクッキー 価格：1,250円 

アイシングクッキー(全1種)単品とグッズ付きよりお選びいただけます。 

グッズのアクリルチャーム(全7種)は絵柄を1つお選びいただけます。 
 

※アクリルコースター付きソフトドリンクとアイシングクッキー/グッズ付きアイシングクッキーに箔押しダイカットイラストシートは付きません。 

 

 

※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。※価格は全て税込みです。 ※画像はイメージです。 

※商品・特典は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。  

©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会 



 

 

「黒子のバスケ Black Style Collection Ver. Special」詳細 添付資料(4/4) 

◆大阪・梅田での開催が決定！                                                          

3月12日(土)より大阪・梅田の「Hugood! from NAMJATOWN」での開催が決定しました。詳細は施設の公式サイト、Twitter

でお知らせします。 

「黒子のバスケ Black Style Collection Ver. Special」 

開催場所：Hugood! from NAMJATOWN (ハグッドフロムナンジャタウン) 

開催期間：2022年3月12日(土)～3月31日(木) 

【公式サイト】 https://bandainamco-am.co.jp/tp/hugood/hugood-from-namjatown/ 

【公式Twitter】 https://twitter.com/Hugoodfn_osaka 

※催事内容は一部ナンジャタウンと異なる場合があります。 

 

◆オリジナルアミューズメント景品                                                          

「黒子のバスケ Black Style Collection Ver. Special」のオリジナルアミューズメント景品「布ポスター」(全7種)が、ネットクレーン

モール「とるモ」と、ナンジャタウンに隣接するアミューズメント施設「プライズストリート@サンシャインシティ」およびHugood! from 

NAMJATOWNに隣接する「namco HEP FIVE店」に登場します。 

 

布ポスター (全7種)  594mm×420mmの特大A2サイズ！ 
 

 景品登場日  

ネットクレーンモール「とるモ」 2022年2月11日(金・祝)10:00 

▼「とるモ」 WEB ページ 

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/BSC_sv_W 

▼「とるモ」 iOS アプリページ 

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/BSC_sv_i 

▼「とるモ」 GooglePlay アプリページ 

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/BSC_sv_A 

 

アミューズメント施設「プライズストリート@サンシャインシティ」 2022年2月11日(金・祝) 

店舗情報 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/prizestreet-ikebukuro/ 

 

アミューズメント施設「namco HEP FIVE店」 2022年2月11日(金・祝) 

店舗情報 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/hepfive/ 

 

 

※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。※価格は全て税込みです。 ※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。 
 

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。 

©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会 
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