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好評開催中の「銀魂」イベントのテーマが変わり、第二部に突入！

銀魂 in J-WORLD TOKYO 2016
たたかい

第二部 『さらば真選組篇 ～真選組 最後の決戦～』
2016 年 3 月 21 日（月・祝）～4 月 24 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)では、「銀魂」の
期間限定イベント「銀魂 in J-WORLD TOKYO 2016」を、4 月 24
日(日)まで開催中です。
本イベントは第一部と第二部に分かれており、現在は“第一部『将
軍暗殺篇 ～護りぬけ！その身を賭して～』”を、3 月 20 日(日)ま
で開催しております。
そして、いよいよ 3 月 21 日(月・祝)からは、TV アニメのストー
リーに合わせて「さらば真選組篇」のエピソードをモチーフにした、
“第二部『さらば真選組篇 ～真選組 最後の決戦(たたかい)～』”
がスタートし、描き下ろしイラストを使用した景品やオリジナル
グッズ、フードメニューなどが新たに登場します。

《イベント概要：第二部 「さらば真選組篇 ～真選組 最後の決戦(たたかい)～」 》
■J-WORLD TOKYO 限定描き下ろしイラストが登場！
J-WORLD TOKYO 限定の描き下ろしイラストが、
ミニゲームの景品やグッズなどになって登場します。
■2 種類のミニゲームが登場！
オリジナル景品がもれなくもらえるミニゲームが登場します。
・仮死状態丸薬ガラポン
・脱獄ストラックビンゴ！
■フォトスポットが登場！
キャラクターパネルが並ぶフォトスポットや、
『真選組局中法度』の展示が登場します。
■期間限定フードメニューが登場！
この期間しか味わえない限定フードが登場！
※詳細は 2 枚目以降

J-WORLD TOKYO 限定描き下ろしイラスト(等身)
ちびキャラの描き下ろしイラストも登場！

「銀魂」(著：空知英秋)は、『週刊少年ジャンプ』(集英社)で連載中の人気 SF 時代劇コメディーで、2006 年に
テレビアニメ化され、2015 年 4 月から新シリーズが放送中です。
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◆2 つのミニゲームが登場！！
「仮死状態丸薬ガラポン」

【新景品一例】

桂の持ち込んだ怪しい丸薬が出てくるガラポンで
す。出た玉の色に応じた景品を Get しよう！
○料
○場

金：1 回 320 円
所：
「J-ARENA」(J-WORLD TOKYO 内)

《パネルプレゼントキャンペーン実施！》
3 回券でご利用の方に、応募用紙を 1 枚お渡しし
ます。抽選で 3 名様にスタンディングパネルをプ
レゼントします。

「脱獄ストラックビンゴ！」

トートバッグ
(3 種)

アクリルストラップ
(3 種)

54mm 缶バッジ
(6 種)

【新景品一例】

牢獄を模した的にブロックを投げ込み仮死状態に
なってしまった桂を起こそう。見事ビンゴを完成
させて景品を Get！
○料
○場

金：1 回 320 円
所：
「J-ARENA」(J-WORLD TOKYO 内)

《パネルプレゼントキャンペーン実施！》
3 回券でご利用の方に、応募用紙を 1 枚お渡しし
ます。抽選で 3 名様にスタンディングパネルをプ
レゼントします。

巾着
(3 種)

100mm 缶バッジ
(4 種)

ミニポスター
(6 種)

※現在開催中の「第一部 将軍暗殺篇 ～護りぬけ！その身を賭して～」で実施している「将軍家ガラポン」
、「影
武者ストラックビンゴ！」の景品も引き続きお選びいただけます。

◆常設のミニアトラクション、カーニバルゲームに新景品が追加！
期間中、常設のミニアトラクション「沖田バズーカ」と、カーニバルゲーム「コロコロジャスタウェイ」に描き
下ろしイラストを使用した新景品が追加されます。
「沖田バズーカ」

【新景品一例】

道場の壁に貼り付けられた土方の股間
を狙う、バズーカ型ルーレットシュー
ティングゲーム。
○料

金：1 回 300 円

○場

所：J-WORLD TOKYO 内
「銀魂エリア」

○登場日：2016 年 3 月 21 日(月・祝)
ランチトート
(1 種)

「コロコロジャスタウェイ」

マイクロファイバーミニタオル
(3 種)

【新景品一例】

ジャスタウェイの頭をころがして
ボディに合体させるアルバイトに
挑戦！
○料

金：1 回 200 円

○場

所：J-WORLD TOKYO 内
「J-CARNIVAL」

○登場日：2016 年 3 月 21 日(月・祝)
[大成功賞]
アクリルバッジ(1 種)
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◆イベントオリジナルグッズが新登場！
○販売期間：開催期間中順次発売
○販売場所：J-WORLD STORE (J-WORLD TOKYO 内)
※詳細は J-WORLD TOKYO 公式サイト(http://www.namco.co.jp/tp/j-world/)でお知らせします。
【グッズ一例】

ウラ

オモテ

アクリルキーホルダー／全 3 種
(各 864 円)

A4 クリアファイル
(全 1 種／378 円)

缶バッジ ver.2
(全 7 種／1 個 378 円)
※ブラインドパッケージ仕様

ソフトタッチフェイスタオル
(全 1 種／2,484 円)
サイズ：約 340mm × 850mm

◆期間限定フードメニューが登場！

異三郎と信女の日常 ノブたすフィッシングプレート

真選組ケーキ (黒ごまケーキ)

(820 円)

(720 円)

信女の好物のドーナッツを使って、異三郎が信女を釣っている様子
を表現したメニューです。ライスバーガーで異三郎のトレードマー
クの携帯を、煮たまごのスライスとマヨネーズで片メガネを表現し
ています。

真選組の隊服を黒色のケーキで表現しました。ケーキの上には、近
藤・沖田・土方をイメージし、チョコレートで作ったバナナ・アイ
マスク・マヨネーズを添えています。

「俺達にもう敵はいない」
近藤と桂の最強タッグバナナオレ
(650 円)
桂と近藤を組み合わせたドリンク
です。
近藤をバナナオレ、桂をコーンポ
タージュ味のお菓子とイメージカ
ラーの“青”で表現しています。
２人の顔をプリントした最中の後
ろには、丸薬をイメージしたチョ
コ菓子を添えています。
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