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TV アニメ化記念！「僕のヒーローアカデミア」とのタイアップイベント初開催！

「僕のヒーローアカデミア in J-WORLD TOKYO」
2016 年 6 月 13 日（月）～9 月 15 日（木）
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、TV アニメ『僕のヒーローア
カデミア』とのタイアップイベント「僕のヒーローアカデミア in J-WORLD
TOKYO」を、2016 年 6 月 13 日(月)から 9 月 15 日(木)まで開催します。
J-WORLD TOKYO と「僕のヒーローアカデミア」のタイアップイベント
は今回が初開催となります。期間中は、期間限定のミニゲームのほか、限
定フードやオリジナルグッズなどが登場します。
「僕のヒーローアカデミア」は、「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中の
堀越耕平によるアクションコミックで、斬新な世界観、個性豊かなキャラ
クターたち、強いメッセージ性が幅広い層から注目を集め、連載開始わず
か 1 年超でコミックス累計発行部数は 470 万部を超えるなど爆発的な人気
を獲得しています。

■ストーリー
総人口の約 8 割が何らかの超常能力“個性”を持ち、その“個性”によって社会を守る“ヒーロー”という存在が確立された世界。
緑谷出久(みどりやいずく／通称デク)はヒーローになることを夢見て、多くのヒーローを輩出する名門・雄英高校ヒーロー科入学
を目指していた。しかし、彼は何の“個性”も持たない“無個性”の落ちこぼれ。現実の厳しさ、不平等さを痛感する日々を過ご
していた。ある日、デクは憧れのヒーロー、オールマイトと出会い、それを機に運命を大きく変えていく。さまざまな人物、多く
の試練と向き合いながら、デクは最高のヒーローになるべく成長していく。

オリジナルフード 一例

《イベント概要》
■期間限定のミニゲームが登場！
J-WORLD TOKYO オリジナル景品がもらえる 2 つのミニゲーム
が登場！
＊ＶＳ仮想“敵(ヴィラン)” 爆破でポイント獲得ステージ！
＊Ｐlus Ultra

雄英ガラポン

■J-CARNIVAL に期間限定の新ゲームが登場！
J-WORLD TOKYO 内にあるカーニバルゲームで遊べるエリア
「J-CARNIVAL」に、「僕のヒーローアカデミア」のゲームが新
登場！

オリジナルグッズ 一例

■期間限定オリジナルフードが登場
■J-WORLD TOKYO 限定オリジナルグッズ販売
※詳細は 2 枚目以降

アクリルスタンド
キーホルダー
(全 6 種／各 864 円)
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◆期間限定のミニゲームが登場！
《ＶＳ仮想“敵(ヴィラン)”

爆破でポイント獲得ステージ！》

ずらりと居並ぶ「敵(ヴィラン)」をかっちゃんの
個性「爆破」で打ち倒せ!
爆破した的の数に応じて、ゲット出来る景品がか
わるぞ！

【景品一例】

○料金：1 回 320 円
○場所：J-STREET (J-WORLD 内)
○期間：2016 年 6 月 13 日(月)～9 月 15 日(木)
○時間：平日 13 時～20 時
土日祝及び指定日 10 時～20 時
※指定日：6/13、7/19～8/31

ロングスクエア缶バッジ
(全 8 種)

カードステッカー
(全 11 種)

巾着
(全 2 種)

《Ｐlus Ultra

雄英ガラポン》

ヒーロー養成の最高峰、“雄英高校ヒーロー科”
は、ただのガラポンでも最高峰！通常の４倍回さ
ないと玉が出てこないぞ！
ここでしか手に入らないスペシャル景品を
GET！！
○料金：1 回 430 円
○場所：J-STREET (J-WORLD 内)
○期間：2016 年 6 月 13 日(月)～9 月 15 日(木)
○時間：平日 13 時～20 時
土日祝及び指定日 10 時～20 時
※指定日：6/13、7/19～8/31

【景品一例】

ランチトート(全 2 種)

つながるチャームストラップ(全 8 種)

イラストシート(全 10 種)

44mm 缶バッジ(全 10 種)

ニンテンドー３DS ソフト 「僕のヒーローアカデミア バトル・フォー・オール」発売記念キャンペーン開催！

『Ｐlus Ultra

雄英ガラポン』に特別賞が登場！！

大人気発売中のニンテンドー３DS ソフト「僕のヒーローアカデミア バトル・フォー・オール」の
描き下ろしイラストを使用した、直径 150 ミリの大型缶バッジが特別賞としてガラポン景品に登場！
○登場期間：6 月 13 日(月)～9 月 15 日(木)
さらに！ニンテンドー３DS ソフト「僕のヒーローアカデミア バトル・フォー・オール」を持って
J-WORLD TOKYO に入園すると特製「ヒロアカ」ポストカードをプレゼント！
○ポストカード配布期間：6 月 13 日(月) ～ ※無くなり次第終了となります。

▲「ガラポン」特別賞
150 ミリ缶バッジ

◆J-CARNIVAL に期間限定の新ゲームが登場！
J-WORLD TOKYO 内にあるカーニバルゲームで
遊べるエリア「J-CARNIVAL」に、
「僕のヒーロー
アカデミア」のゲームが新登場！

【景品一例】

《峰田の もぎって、アタック!!》
的に向かってボールをなげてくっつけよう！
くっついた場所の点数によって景品が変わる！
○料金：1 回 200 円
○場所：J-CARNIVAL (J-WORLD 内)
○期間：2016 年 6 月 13 日(月)～9 月 15 日(木)
○時間：10 時～21 時 45 分

[成功賞]
100mm 缶バッジ (全 3 種)

[参加賞]
丸型ステッカー (全 10 種)
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◆期間限定フードメニューが新登場！(一例)

デクのヒーロードリンク＆ヒーロー分析カツサンドノートセット
(800 円)

爆豪勝己の冷やしつけ坦々麺
(920 円)

主人公の緑谷出久(デク)をモチーフにしたメニューです。
デクのヒーローコスチュームをイメージしたメロンソーダドリンク
と、爆豪に焦がされた「将来の為のヒーロー分析，No.13」ノートを、
デクの好物カツ丼をアレンジしたカツサンドに仕上げました。

辛いものが好物の爆豪にちなんだ、冷やしつけ坦々麺です。アイパ
ッチ型の海苔をのせた冷製ラーメンには、両腕の手榴弾を表現した
ライム、爆薬に見立てたコロッケ、ミニトマト、から揚げを添えま
した。白ゴマベースの坦々スープにつけてお召し上がりください。

轟 焦凍の半冷半燃ケーキ(サワーチェリーいちごショート)

オールマイトの私が来た！ケーキ(黒糖蒸しケーキ)
(680 円)

(700 円)
轟 焦凍の髪の毛を赤色と白色のケーキで表現しました。
赤色はサワーチェリーケーキ、白色はいちごショートです。
チョコレートで炎と氷を作り添えました。

アメリカをイメージしたカップケーキにアメコミ風の吹き出しを
チョコレートで作り飾りました。
オールマイトの特徴的なヘアスタイルを、カスタードクリームと
チョコレートを使い表現しています。

◆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】

タオル
(全 1 種／1,728 円)

75mm 缶バッジ
(全 10 種／1 個 378 円)
※ブラインドパッケージ

A4 クリアファイル
(全 1 種／378 円)

アクリルスタンドキーホルダー
(全 6 種／各 864 円)

T シャツ
(全 1 種／2,700 円)
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