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J-WORLD で『黒子のバスケ ウインターカップ総集編 ～影と光～』の上映を記念したイベントを開催！

「黒子のバスケ feat. 誠凛＆桐皇学園 in J-WORLD TOKYO」
2016 年 8 月 26 日（金）～9 月 29 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、「黒子のバ
スケ ウインターカップ総集編 ～影と光～」が 2016 年 9 月 3 日
(土)より上映されるのを記念したイベント『黒子のバスケ feat. 誠
凛＆桐皇学園 in J-WORLD TOKYO』を、2016 年 8 月 26 日(金)か
ら 9 月 29 日(木)まで開催します。
本イベントでは、J-WORLD TOKYO 限定の描き下ろしイラスト
を使用したオリジナルグッズや、限定フード、もれなく景品がも
らえるミニゲームなどが登場します。
「黒子のバスケ」は、2009 年から 2014 年まで「週刊少年ジャ
ンプ」(集英社)にて連載され、コミックスは累計 3000 万部を突破
した超人気バスケットボール漫画です。2012 年から 3 期にわたり
テレビアニメが放送され、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。
劇場版プロジェクトとして、2016 年 9 月からウインターカップ
総集編 3 作のイベント上映。さらに、2017 年春には完全新作映画
が公開予定となっています。

《イベント概要》
■J-WORLD TOKYO 限定の描き下ろしイラストが登場
誠凛と桐皇学園の総勢 10 名の描き下ろしイラストがミニゲームの景品やオリジナルグッズになって登場！
■ミニゲーム「必殺！イグナイトパス！」が登場
■オリジナルグッズ販売
■期間限定フードメニュー (4 種)
誠凛と桐皇学園それぞれのイメージフードが登場！

J-WORLD 限定描き下ろしイラストを使用した
景品やグッズが登場！

【オリジナルグッズ】

【オリジナルグッズ】

クリアファイル
(全 2 種／各 378 円)

フェイスタオル
(全 2 種／各 1,728 円)

※詳細は 2 枚目以降

オリジナルフードが登場！！

©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会
※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。

添付資料(1/2)

黒子のバスケ feat. 誠凛＆桐皇学園 in J-WORLD TOKYO

◆ミニゲームが登場！
このイベントでしか手に入らない、描き下ろしイラストを使用した景品が登場します。

必殺！イグナイトパス！
味方に向けてボールをパス！ボールが転がった先の結果に応じて景品をゲット！
○料金：1 回 320 円
○場所：J-WORLD KITCHEN (J-WORLD 内)
【景品一例】

56mm 缶バッジ(全 10 種)
※『大成功賞』の場合は 2 個、
『成功賞』の場合は 1 個お選びいただけます。

チケット型ステッカー(全 10 種)
※『参加賞』の場合に 1 枚ランダムでお渡しします。

◆ミニアトラクションに新景品が追加！
期間中、J-WORLD 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 のカー
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】

マネージャーのお仕事を手伝って、
その景品に応じて景品を GET！
○料金：1 回 300 円
○場所：黒子のバスケエリア
(J-WORLD 内)
アクリルストラップ
(全 10 種)

「キセキのビンゴ」

ロングスクエア缶バッジ
(全 10 種)

【新景品一例】

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
完成させよう！
○料金：1 回 200 円
○場所：J-CARNIVAL
(J-WORLD 内)

【成功賞】
100mm 缶バッジ(全 2 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 公式サイトでお知らせします。
○販売場所：J-WORLD STORE (J-WORLD 内グッズショップ)
【グッズ一例】

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

ダイカットステッカーセット(5 枚入)／全 2 種

(各 702 円)
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◆期間限定フードメニュー登場！！

誠凛高校のチキンクリームソースリゾット

桐皇学園高校のシーフードとトマトのイカスミソースリゾット

(880 円)

(880 円)

誠凛高校のユニフォームカラーをモチーフにしたメニューです。
ホワイトソースベースのチキンときのこのリゾットをベースにカットト
マト、オリーブスライスをトッピングしました。

桐皇学園高校のユニフォームカラーをモチーフにしたメニューです。
イカスミソースのリゾットと魚介のトマトソースマリネ、ムール貝をト
ッピングしました。

誠凛高校のりんごのシブースト

桐皇学園高校のキャラメルケーキ

(750 円)

(750 円)

バスケットボールに見立てたりんごのシブーストに、誠凛高校のロゴの
ラングドシャクッキーと、チョコレートで作った黒子のユニフォームと
バスケットゴールを添えました。

バスケットボールに見立てたキャラメルケーキに、桐皇学園高校のロゴ
のラングドシャクッキーと、チョコレートで作った青峰のユニフォーム
とバスケットゴールを添えました。

《黒子のバスケエリアがリニューアル！！》
8 月 26 日(金)から、
「黒子のバスケエリア」にあるミニアトラクション『マネージャーのお仕事』のゲーム内容、景品がリ
ニューアルします。名シーンとキャラクターの録り下ろしボイスが楽しめる『キセキのコート』の内容も新しくなります。
【マネージャーのお仕事 新景品一例】

ボックス型ポーチ
(全 6 種)

丸型コースター
(全 9 種) ※ランダムでお渡し

【キセキのコート】
足跡を踏むと、名場面が迫力の映像とボイスで再生されるインタラクティブゾーン。
8 月 26 日(金)からは名シーンとキャラクターの録り下ろしボイスが一新されます。
〈キャラクター〉
・黒子テツヤ
・火神大我
・黄瀬涼太
・緑間真太郎
・青峰大輝
・紫原 敦
・赤司征十郎
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