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期間限定ミニアトラクションやキャラクターの等身大フィギュアが登場！

銀魂 夏のカブト祭り in J-WORLD TOKYO
2016 年 7 月 19 日（火）～9 月 30 日（金）
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 夏のカブト祭
り in J-WORLD TOKYO」を、2016 年 7 月 19 日(火)から
9 月 30 日(金)まで開催します。
期間中は、IC タグ付きのムシ取り網で『カブトマーク』
をタッチしてムシを捕獲する期間限定ミニアトラクショ
ン「昆虫採集 カブキング」や、オリジナルのフードなど
を楽しむことができます。
「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 2016 年 3 月まで新
シリーズが放送されました。

《イベント概要》
■【イベント限定】
期間限定ミニアトラクション「昆虫採集 カブキング」
IC タグ付きのムシ取り網を持って、
「銀魂エリア」内で昆虫採
集をする期間限定ミニアトラクションです。捕獲してきたム
シによってもらえる景品が変わります。

■【イベント限定】期間限定フードメニュー
この期間しか味わえない、夏らしい限定フードが 4 種登場し
ます。

■フォトスポットが登場

期間限定ミニアトラクション
「昆虫採集 カブキング」
「銀魂エリア」にある“採
集エリア”で、
『カブトマー
ク』を見つけたらムシ取り
網でタッチ！
捕まえたムシによってもら
える景品が変わります。
▲『カブトマーク』イメージ

「銀魂エリア」に等身大『沖田』のフィギュアが登場します。

イベント限定フードメニュー (一例)

《さらに、J-WORLD の銀魂グッズに新柄登場！》
■既存のミニアトラクション「ゴリクエバトルガラポン」
に新景品が登場！
「銀魂エリア」にある既存のミニアトラクションに、新絵柄
を使用した新景品が追加されます。

■グッズショップに新グッズが登場！
グッズショップ「J-WORLD STORE」に、J-WORLD オリジナ
ルちびキャラ“ちびわーるど”のイラストを使用した新グッ
ズが登場します。
※詳細は 2 枚目以降
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カブトムシは儲かる！カブトムシを高値で売りさばくため、カブト狩りに繰り出した万事屋の面々。
そしてこの J-WORLD には、
カブトムシ以外にも高値で売れそうな珍しいムシが生息しているという噂が…。
さあ、あなたもご一緒に！

カブト狩りじゃああああ!!
◆期間限定ミニアトラクション「昆虫採集 カブキング」
《アトラクション概要》
カブトムシを捕まえて万事屋に売りつけよう。
めずらしいムシなら、高値でさばけるとか…
捕まえてきたムシに応じて、素敵な景品がもらえるぞ！

【景品一例】

《遊び方》
①受付で特製のムシ取り網(IC タグ付き)を借ります。
②採集エリアで『カブトマーク』を見つけたら、
ムシ取り網でタッチして、ムシを捕獲！
③受付に持っていくと、何を捕まえたか判明するぞ！
捕まえたムシによってもらえる景品が変わります。

56mm 缶バッジ／全 8 種

《開催期間》
2016 年 7 月 19 日(火)～9 月 30 日(金)
《参加料金》
1 回 300 円 ※パスポート不可
《開催場所》
銀魂エリア (J-WORLD TOKYO 内)

ステッカー／全 14 種

◆期間限定フードメニューが登場！
沖田総悟のカブト狩りゼリー
(マスカットゼリー)

カブト狩りの休憩は万事屋トロピカ
ルジュースでファイナルアンサー!?

(620 円)

(650 円)

カブト狩りをテーマに、カブトムシ
の好きなゼリーにハチミツをかけ、
チョコで作ったムシ取り網とカブト
ムシをのせた、夏にぴったりの冷た
いゼリーです。

夏にぴったりのトロピカルジュース
です。ブラッドオレンジシロップの
赤で神楽を、ブルーシロップと炭酸
水の青で新八を、ホイップクリーム
の白で銀さんを表現しています。
スライスしたレモンとイチゴ、チョ
コ菓子で麦わら帽子を作り添えまし
た。

[販売期間：7/19～9/30]

[販売期間：7/19～8/25]

仮

銀ちゃんお手製シティカレー
～焼き酢昆布のせ～
(880 円)
作中で登場した万事屋の 3 人が食べ
ていたカレーを再現したメニューで
す。銀ちゃんお手製の野菜とお肉が
ゴロゴロしているシティカレーのご
飯の上には、あぶられた酢昆布がの
っています。
[販売期間：7/19～8/25]

俺ァただ壊すだけだ
この腐った夏休みを…
その前にまず腹拵えしとけェ
高杉お手製納涼ぶっかけうどん
(880 円)
高杉が三味線を弾いている姿をイメ
ージした納涼ぶっかけうどんです。
細いうどんに、ばち型に揚げたトル
ティーヤ、トマトときゅうりで作っ
た音符のせました。
[販売期間：7/19～8/25]

イベント期間後半(8/26～9/30)には新メニューが登場予定！
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◆「銀魂エリア」に沖田の等身大フィギュアが登場

※画像はイメージです。

作中で沖田総悟が扮していた『カブトーン・カイザー』の等身大フィギュアが
「銀魂エリア」に登場します。
一緒に写真を撮ることもできますので、ご来園の記念にぜひどうぞ！

《さらに、J-WORLD の銀魂グッズに新柄登場！》
◆「ゴリクエバトルガラポン」に新景品が追加！
『銀魂エリア』にあるミニアトラクション「ゴリクエバトルガラポン」
に新景品が登場します。
【登場日】2016 年 7 月 19 日(火)から
《ゴリクエバトルガラポン》
戦闘画面風の映像演出がドキドキ感を演出する、新感覚のガラポン。
よろずやたちがぼうけんの旅をしていると…モンスターがあらわれた！
バトルの結果に応じて、いろいろな景品がもらえるぞ！
【料金】1 回 300 円
【新景品一例】

ランチトート／全 3 種

54mm 缶バッジ／全 9 種

アクリルストラップ／全 9 種

◆グッズショップに新グッズが登場！
J-WORLD オリジナルちびキャラ“ちびわーるど”のイラストを使用した新グッズが登場します。
○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】

アクリルチャーム／全 7 種
(各 540 円) ※ブラインドパッケージ

75mm 缶バッジ／全 7 種
(1 個 378 円) ※ブラインドパッケージ

A3 トートバッグ／全 1 種
(1,944 円)

©空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス
※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。

