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“あの激闘”が甦る！！ 「ハイキュー!!」の名試合をフィーチャーしたイベントを開催！

「激闘必至！烏野高校 VS 青葉城西高校 in J-WORLD TOKYO」
2016 年 4 月 28 日（木）～7 月 10 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、
『ハイキュー!!』の“烏野高校”と、ライバル “青葉城西高
校”をフィーチャーしたイベント「激闘必至！烏野高校 VS
青葉城西高校 in J-WORLD TOKYO」を、2016 年 4 月 28 日
(木)から 7 月 10 日(日)まで開催します。
「ハイキュー!!」は、
「週刊少年ジャンプ」(集英社)にて好
評連載中の熱血青春バレーボール物語で、2014 年 4 月から
9 月にテレビアニメ化され、2015 年 10 月からアニメ 2 期と
なる「ハイキュー!! セカンドシーズン」が放送されました。
2016 年秋開幕としてアニメ 3 期の制作も決定した次世代王
道スポーツ作品です。

《イベント概要》
■J-WORLD TOKYO 限定描き下ろしイラストが、常設のミニアトラクションの新景品やグッズとなって登場！
2015 年夏に開催し、大好評だったイベント「烏野高校 VS 青葉城西高校 in J-WORLD TOKYO」で登場した等
身の描き下ろしイラストを使用した新景品やグッズが登場します。この描き下ろしイラストを使用した景品・
グッズは今回が初登場となります。
■期間限定オリジナルフード販売
この期間しか食べられないオリジナル期間限定フードメニューが登場します。
■特別屋台「ハイキュー!! ガラポン」登場！
本イベント開催を記念し、2015 年開催の「烏野高校 VS 青葉城西高校 in J-WORLD TOKYO」で登場したオリ
ジナル景品をドドンと大放出する特別屋台が登場します！あの人気景品を再び GET するチャンス！
※詳細は 2 枚目以降

期間限定フードメニュー 一例
戦術的ワンポイントツーセッター
アップル＆ピーチケーキ
(700 円)

青城のダブルチキンウイング
スパイカーＢＯＷＬ
(850 円)

オレンジ色のケーキを土台に、白
熱する試合風景を表現しました。
戦術的ワンポイントツーセッター
の攻撃を決めた、菅原と影山をプ
リントしたラングドシャを添えて
います。

岩泉と京谷、二人のウイング
スパイカーをモチーフにしま
した。ダブルチキンウイング
と京谷の好物の一つ、｢かりゃ
あげ君｣を盛り込んだＢＯＷＬ
です。岩泉と京谷のプリント
せんべいを添えています。

(4/28～6/5 まで販売)

(4/28～7/10 まで販売)
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◆常設のミニアトラクションに新景品が登場！
期間中、常設のミニアトラクション「売り切れ注意！坂ノ下商店アルバイト体験」に、2015 年に開催した「烏野高校 VS 青
葉城西高校 in J-WORLD TOKYO」で登場した描き下ろしイラストを使用した新景品が追加されます。

《売り切れ注意！坂ノ下商店アルバイト体験》
肉まんの品だしを手伝おう！
選んだ肉まんに描かれた「☆」の色と数に応じて、オリジナル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「ハイキュー!!エリア」

【景品一例】

ポーチ

(全 4 種)

缶ストラップ

(全 17 種)

六角形コースター

(全 17 種)

描き下ろしイラストを使用した期間限定オリジナルミニポスターのプレゼントキャンペーン
ミニアトラクション「売り切れ注意！坂ノ下商店アルバイト体験」を 1 回ご利用いただくと、スタンプシートにスタンプ
を一つ押印します。全部で 20 個のスタンプを集めると、本イベント限定のオリジナルミニポスターをプレゼント！
※各期間、先着 500 名様へプレゼントします。無くなり次第プレゼントのお渡しは終了となります。
○プレゼント期間：烏野高校ミニポスター
○プレゼント期間：青葉城西高校ミニポスター

4 月 28 日(木) ～ 6 月 5 日(日)
6 月 6 日(月) ～ 7 月 10 日(日)

【烏野高校ミニポスター】

【青葉城西高校ミニポスター】

◆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】

缶マグネット 烏野 ver.
(全 9 種／1 個 432 円)
※ブラインドパッケージ

A3 トートバッグ
(全 2 種／各 1,944 円)

缶マグネット 青葉城西 ver.
(全 8 種／1 個 432 円)
※ブラインドパッケージ

アクリルキーホルダー
(全 10 種／各 864 円)
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◆期間限定フードメニューが新登場！

飛べ！烏野高校 特製かつ丼
（たまごスープ＆たまごサラダ付き）
(860 円)
試合に勝つことを目的に、とんかつをメイン
にしました。とんかつソースとチェダーチー
ズソースの 2 種のソースで烏野カラーを表
現し、バレーボールをイメージしたミニトマ
トを添えました。タマゴサラダと、タマゴス
ープもセットにし、烏野の横断幕｢飛べ｣をプ
リントしたせんべいを添えています。

(一例)

狂犬ちゃんと矢巾の抹茶ケーキ
(700 円)

烏野 VS 青葉城西ケーキ
(700 円)

青葉をモチーフにした四葉のクローバーを
のせた抹茶のケーキをベースに、狂犬こと京
谷と矢巾をプリントしたラングドシャを飾
りました。チョコで作った２人の好物のチキ
ンとイクラ丼を添えました。

烏野と青葉城西の熱い戦いをイメージした
ケーキです。空に舞っているカラスの羽と葉
っぱをチョコで作り添えました。ケーキ上の
ラングドシャには日向と影山、下のラングド
シャには及川と岩泉をプリントしました。

(6/6～7/10 まで販売します)

(4/28～7/10 まで販売します)

(4/28～6/5 まで販売します)

昨年夏に開催した｢烏野高校 ＶＳ 青葉城西高校｣イベントにて
好評だったメニューが期間限定で復活！

青城、松川＆花巻のチーズインハンバーガー
＆シュークリームボックス
(970 円)
青葉城西 3 年の松川と花巻をモチーフにし
及川サイダー どくだみ味
たメニューです。松川の好物チーズインハン
(450 円)
バーグを使用した大きめのハンバーガーと、
どくだみ茶と炭酸水の爽やかな一杯です。
注
シュー生地の中にフルーツカクテルとホイ
文した方には、
もれなく香りつきコースター
ップクリームが入った花巻の好物シューク
をプレゼントします。
リームを並べたボックスに仕上げました。
(4/28～7/10 まで販売します)
(6/6～7/10 まで販売します)

青葉城西の「コートを制す」ミントパフェ
(720 円)
バニラアイスとミントソースをベースにしたパ
フェの上には、
「青葉」をイメージしたミントの
葉と、青葉城西の横断幕「コートを制す」をプ
リントしたウエハース、バレーボールをプリン
トしたラングドシャをのせました。
(4/28～6/5 まで販売します)

◆特別屋台「ハイキュー!! ガラポン」登場！
本イベント開催を記念し、2015 年開催の「烏野高校 VS 青葉
城西高校 in J-WORLD TOKYO」で登場したオリジナル景品を
ドドンと大放出する特別屋台が期間限定で登場します！
○参加料金：1 回 300 円
○開催場所：J-STREET
○開催期間：2016 年 4 月 28 日(木)～5 月 8 日(日)

【景品例】
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