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J-WORLD 初！「黒子のバスケ」のイースターイベントを開催！

「春フェス 黒子のイースター in J-WORLD TOKYO」
2016 年 3 月１日（火）～6 月 12 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、J-WORLD
TOKYO 初となる「黒子のバスケ」のイースターイベント『春フ
ェス 黒子のイースター in J-WORLD TOKYO』を、2016 年 3 月
1 日(火)から 6 月 12 日(日)まで開催します。
《イベント概要》
■J-WORLD TOKYO 限定の描き下ろしイラストが登場
■ミニゲーム「黒子のエッグハント」が登場
■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
登場
■オリジナルグッズ販売
■期間限定フードメニュー
※詳細は 2 枚目

「黒子のバスケ」は、
『週刊少年ジャンプ』
（集英社）で大好評のまま連載終了し、現在は週刊少年ジャンプの増
刊誌「少年ジャンプ NEXT!!」にて後日談「黒子のバスケ EXTRA GAME」が連載中です。2012 年から 2015 年に
かけて 3 期にわたりテレビアニメが放送された大人気作品で、主人公だけではなくライバル校の選手も含め魅力
的なキャラクターも人気で、幅広い層から支持を得ています。
《J-WORLD TOKYO 限定描き下ろしイラスト》

《期間限定フードメニューが登場！！》(一例)

春らしいカラフルな衣装を身にまとい、
エッグハントを楽しむ総勢 13 人の描き下ろし
ちびキャライラストが登場！

期間ごとに楽しめるフードやケーキが登場！
1 品お買い上げごとにオリジナルポストカードを 1 枚
プレゼントします。

ミニゲームの景品やオリジナルグッズなどになって
登場します。

ｖ

【オリジナルグッズ 一例】
たまご型ミニクッションストラップ／全 13 種
(各 1,080 円)

描き下ろしイラストを
使用したポストカード
(ランダムでお渡しします)
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黒子のバスケ 「春フェス 黒子のイースター in J-WORLD TOKYO」

◆ミニゲーム「黒子のエッグハント」登場！
カゴに入ったたくさんのカラフルなイー
スターエッグ(くじ)の中からお気に入り
の卵を選ぼう！
卵の底に描かれた賞に応じた景品がもれ
なくもらえます。

【景品一例】

さらに、期間中に追加景品が登場予定！
詳細は J-WORLD TOKYO 公式サイトで
お知らせします。

アクリルキーホルダー
(全 13 種)

デニムトートバッグ
(全 6 種)

○料金：1 回 540 円
」
」
」」」
○場所：J-WORLD
STORE 前
○開催時間：10：00 ～ 20：00

ミニタオル
(全 13 種)

56mm 缶バッジ
(全 13 種)

◆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、J-WORLD TOKYO 内「黒子のバスケエリア」のミニアトラクション「マネージャーのお仕事」と、J-CARNIVAL
にあるカーニバルゲーム「キセキのビンゴ」に描き下ろしイラストを使用した景品が追加されます。

「マネージャーのお仕事」

【新景品一例】

洗濯物の中からユニフォームを取り出し、
その柄に応じた景品がもらえるミニアト
ラクション。
○料金：1 回 300 円
○場所：J-WORLD TOKYO 内
「黒子のバスケエリア」

ロングスクエア缶バッジ
(全 13 種)
【新景品一例】

「キセキのビンゴ」

オモテ

ウラ

９つ並んだバスケットゴールにボールを
シュートして、ビンゴを完成させるカー
ニバルゲーム。
○料金：1 回 200 円
○場所：J-WORLD TOKYO 内
「J-CARNIVAL」

ミニクッションストラップ
(全 6 種)

◆J-WORLD 限定グッズが登場！！
○販売期間：開催期間中順次発売 ※詳細は J-WORLD TOKYO 公式サイトでお知らせします。
○販売場所：J-WORLD STORE (J-WORLD TOKYO 内グッズショップ)
【グッズ一例】

アクリルキーホルダー／全 13 種
(各 864 円)

《ver.1 一例》

《ver.2 一例》

スクエア缶バッジ ver.1[全 7 種]、ver.2[全 7 種]
(1 個 378 円) ※ブラインドパッケージ仕様
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黒子のバスケ 「春フェス 黒子のイースター in J-WORLD TOKYO」

◆期間限定フードメニュー登場！！(一例)
《J-WORLD KITCHEN》(ジェイワールドキッチン

※J-WORLD TOKYO 内フードコート)

販売期間：3/1(火)～6/12(日)
イースターエッグのカラフルカルボナーラ
(1,000 円)
カルボナーラをベースに、スクランブルエッグ・半熟玉子を絶妙な調和で組み合わせ、カラフルな野菜類を
周りにあしらいました。仕上げにエディブルフラワーを添えることで、春の爽やかなパーティー感を表現し
ています。キャラクターがプリントされたソフトせんべいは、お好きな学校（誠凛・海常・秀徳・桐皇学園・
陽泉・洛山のいずれか１つ）のデザインをお選びいただけます。
販売期間：3/1(火)～4/7(木)

販売期間：3/1(火)～4/7(木)

イースターカラフルサラダの
ローストビーフ丼 from 誠凛

たっぷりシーフードの
ガーデンサラダピザ
～半熟玉子のせ～ from 海常

(1,080 円)
火神をイメージしたラージサイズ
のローストビーフ丼に半熟煮玉子
をのせ、ドレッシングで和えた彩
り野菜のサラダを盛り付けまし
た。黒子の好物「バニラシェイク」
がセットになっています。

(1,000 円)

販売期間：4/8(金)～5/10(火)

販売期間：4/8(金)～5/10(火)

グリーンティ＆オレンジアイス
のせフレンチトーストサンド
from 秀徳

彩り野菜と
照焼きチキンどんぶり
～半熟玉子のせ～ from 桐皇学園

(860 円)

(800 円)

緑間と高尾をイメージしたフレン
チトーストです。キウイやオレン
ジ、生クリームをサンドし、抹茶
とオレンジのアイスをトッピング
しました。

照焼きチキンをメインに、パプリ
カ、焼きとうもろこしなどをトッ
ピングしました。
半熟玉子とエディブルフラワーを
添えています。

海常をイメージしたシーフード
(エビ・イカ・あさり・スモークサ
ーモン)を散らして焼き上げたピ
ザの上に、とろーり半熟玉子とド
レッシングで和えた彩り野菜のサ
ラダを盛り付けました。

さらに 5/11(水)から 6/12(日)までは、陽泉と洛山をフィーチャーした新メニューが登場します！

《J-PATISSERIE》(ジェイパティスリー

※J-WORLD TOKYO 内スイーツショップ)

販売期間：① 3/1(火) ～ 3/31(木) 、② 6/1(水) ～ 6/12(日)

販売期間：① 4/1(金) ～ 4/30(土) 、② 6/1(水) ～ 6/12(日)

桐皇学園の
イースターバニーケーキ
(720 円)

秀徳の
イースターバニータルト
(750 円)

陽泉の
イースターバニーケーキ
(720 円)

洛山の
イースターバニータルト
(750 円)

レモン蒸しケーキにチョコ
ホイップをのせました。

カスタードクリームタルトに
キウイをトッピングしました。

ストロベリー蒸しケーキに
ホイップをのせました。

カスタードクリームタルトにスト
ロベリーをトッピングしました。

販売期間：5/1(日) ～ 6/12(日)

誠凛の
イースターバニーケーキ
(720 円)

海常の
イースターバニータルト
(750 円)

黒糖蒸しケーキにストロベリー
ホイップをのせました。

カスタードクリームタルトにマンゴー
をトッピングしました。
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