報道関係各位

2016 年 4 月 20 日

news
release

東京都港区三田３-１３-１６ 三田43MTビル
www.namco.co.jp

№P-12-15

アニメ「銀魂」のキャラクターがドット絵になったイベントを開催
“RPG 風”の期間限定アトラクション「ゴリラクエスト」も登場！

ギンタマ・ドットタウン in J-WORLD TOKYO
2016 年 4 月 28 日（木）～7 月 18 日（月・祝）
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、アニメ
「銀魂」のキャラクターがドット絵になって登場する期間限定
イベント「ギンタマ・ドットタウン in J-WORLD TOKYO」を、
2016 年 4 月 28 日(木)から 7 月 18 日(月・祝)まで開催します。
期間中は、RPG 風の期間限定アトラクション「ゴリラクエス
ト」(略してゴリクエ)が登場するほか、期間限定フードメニュ
ー、オリジナルグッズ、フォトスポットなどをお楽しみいただ
けます。さらに『銀魂エリア』には、ドット絵になったキャラ
クターのイラストを使用した景品が手に入る新ミニアトラクシ
ョン「ゴリクエバトルガラポン」も登場します。
「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。
期間限定アトラクション「ゴリラクエスト」

《イベント概要》

突如現れた悪魔の化身
『ゴリ王』を倒すため、
今、勇者の冒険が始ま
る。

■期間限定アトラクション「ゴリラクエスト」登場！
ゴリ王を倒すために勇者となって冒険をする、園内回遊型
の RPG 風期間限定アトラクション、
「ゴリラクエスト」略し
て「ゴリクエ」が登場します。

J-WORLD がおくる
RPG 風期間限定アトラ
クション！

■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！
■オリジナルグッズが登場！
ドット絵になったキャラクターのイラストを使用したグッ
ズが登場します。
■銀魂エリアに新ミニアトラクションが登場！
常設の新ミニアトラクションとして「ゴリクエバトルガラ
ポン」が登場します。
■フォトスポットにダイヤブロックで作られたぎんさんが
初登場！
※詳細は 2 枚目以降

パーの鏡

まほうのアイテム「パーの
鏡」を手に、ゴリ王を倒す
ために冒険に出発！
…と思ったら、色々あって
呪われてしまい、結果「パ
チの鏡」に！？
呪われたアイテム「パチの
鏡」とは！？
そして謎に包まれたゴリ王
の正体とは！？
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J－WORLD TOKYO で、アトラクションをはじめたぎんさん。
予算とメモリをせつやくした結果、なんと自分を含め、登場人物が全員ドット絵になってしまった。
グラフィックはドット!! イベントはテキストのみで進行!! ゲームなんてそれで充分なんだ!! と言い張るぎんさんだが…。

◆期間限定アトラクション「ゴリラクエスト」
突如現れた悪魔の化身『ゴリ王』を倒すため、今、勇者の冒険が始まる。
＊あらすじ＊
その昔、伝説の勇者ゴリが、神から金色に輝く玉をさずかり、魔物たちを封じ込めたという。
しかし、いずこからともなく、悪魔の化身『ゴリ王』があらわれ、金色の玉を闇に閉ざしてしまった。
伝説の勇者の末裔となり、冒険の旅に出発しよう！
金色の玉、略して金○を取り返し、J-WORLD TOKYO に平和を取り戻せ！

＊アトラクション概要＊
「パーの鏡」
（タブレット端末)を持って園内を探索。
園内に設置された AR マーカーを読み取ることでキャラク
ターと会話をすることができます。
会話の内容によってストーリーが進行し、エンディングが
変わります。
＊開催期間＊
2016 年 4 月 28 日(木)～7 月 18 日(月・祝)
＊参加料金＊
1 回 600 円 ※パスポート不可
＊受付場所＊
銀魂エリア (J-WORLD TOKYO 内)
＊所要時間＊
約 20 分間

アトラクション体験後には、
もれなくゲーム攻略本風の冊子をプレゼント！

◆期間限定フードメニューが登場！ 一例

(1)

あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛！
折ったァァァァァ！！
長老折ったァァァァ！！
(650 円)

イベント期間後半(6/6～7/18)には新たなメニューが登場予定！
マダオのつばさ
(580 円)
◆販売期間：4/28～6/5

◆販売期間：4/28～6/5

銀時と土方が長老を半分に分けたシーンをモチーフにしたサンド
イッチです。下半身は銀時の好物の甘いものとして、イチゴホイッ
プ、チョコソース、イチゴが、上半身は土方の好物のマヨネーズと
ハムが入っており、長老が冒険者に渡す毒消し草をイメージしたサ
ラダがついてきます。

『使うと一瞬でマダオスパイラル移動できるアイテム』をイメージ
して作った、羽ばたこうとするマダオのクレープです。
クレープの中にはホイップクリームとみかんが入っており、チョコ
レートで作ったマダオのトレードマークのサングラスがついてき
ます。

ぼくとう（とうやこ）

天パのソーマ

(450 円)

(450 円)

◆販売期間：4/28～6/5

◆販売期間：4/28～6/5

ぎんさんの武器である木刀をイメージ
したメニューです。
チョコのチュロスを木刀に見立て、洞
爺湖の文字が入った紙袋が持ち手にな
っています。

『天パのチカラがひめられた液体』をイメージしてゴリクエ風にア
レンジした、ぎんさんがいつも飲んでいるイチゴオレです。
イチゴをふんだんに使ったイチゴミルクに、ドット絵のぎんさんを
プリントしたラングドシャ、剣に見立てたイチゴ味のチョコレート
菓子、盾に見立てたイチゴがついています。
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◆期間限定フードメニューが登場！ (2)
《フード購入特典はクロスワードパズル！用紙を集めて“合言葉”を GET しよう！》
フードを 1 品お買い上げごとに『クロスワードパズル』の用紙を 1 枚お渡しします。
パズルを解くと“合言葉”が出現！
J-WORLD KITCHEN のカウンターに、その“合言葉”を報告すると報酬(金貨チョコ)を 1 つプレゼント！

《呪文を唱えると裏メニューを注文することができる！？》
期間限定アトラクション「ゴリラクエスト」を体験した人だけが
注文できる裏メニューが登場！
アトラクション体験後にもらえる「ゲーム攻略本風の冊子」に
書かれた“ある呪文”を、J-WORLD KITCHEN カウンターで唱え
ると、スペシャルメニューが食べられる…らしい！？
唱える呪文によって味が変わります。
▲裏メニュー「宝箱」 (500 円)
ロシアンシュークリーム。5 個中 1 個があたり。

◆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】

スクエア缶バッジ Ver.1／全 10 種
(1 個 378 円) ※ブラインドパッケージ

スクエア缶バッジ Ver.2／全 10 種
(1 個 378 円) ※ブラインドパッケージ

ダイカットポストカード(かみのはがき)
(全 5 種／各 270 円)

ラバーストラップ
(全 10 種／1 個 648 円) ※ブラインドパッケージ

アクリルキーホルダー
(全 6 種／各 864 円)
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◆常設の新ミニアトラクション「ゴリクエバトルガラポン」が登場！
「銀魂エリア」に常設となる新ミニアトラクションが登場！

「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
○場所：J-WORLD TOKYO 内「銀魂エリア」
○登場日：2016 年 4 月 28 日(木)

▲「銀魂エリア」

※現在のミニアトラクション「沖田バズーカ」は 4 月 24 日で終了となります。
【景品一例】
オモテ

ウラ

巾着
(全 3 種)

つながるアクリルストラップ
(全 7 種)

54mm 缶バッジ
(全 10 種)

◆フォトスポットにブロックの「ぎんさん」が初登場！
ダイヤブロックでできた、高さ約 1.2m の「ぎんさん」が登場！
ダイヤブロックでできたぎんさんは今回が初登場となります。
一緒に写真を撮る事もできますので、ご来園の記念にぜひどうぞ！

▲イメージ
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コースター
(全 10 種)

