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J-WORLD 史上最多の総計 35 キャラクターの描き下ろしイラストが登場！

「黒子の文化祭 in J-WORLD TOKYO」 開催！
2016 年 9 月 16 日（金）～11 月 23 日（水・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、「文化祭」をモチーフにした期間限
定イベント『黒子の文化祭 in J-WORLD TOKYO』を、2016 年 9 月 16 日(金)
から 11 月 23 日(水・祝)まで開催します。
本イベントでは、J-WORLD 史上最多となる 35 キャラクターの描き下ろし
イラストが登場します。こちらのイラストを使用した景品がもれなくもらえる
ミニゲームや、オリジナルフードが楽しめるほか、オリジナルグッズや園内を
回遊するラリーゲームなどが登場します。

《イベント概要》
■J-WORLD TOKYO 限定の描き下ろしイラストが登場
35 キャラクター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！
■期間限定ガラポンが登場
■期間限定 2 つのミニゲームやラリーゲームが登場
■オリジナルグッズ販売
■期間限定フードメニュー が全 14 種登場
■限定グッズとパスポートがセットになった『イベント記念限定セット』を販売
※詳細は 2 枚目以降

誠凛高校は「演劇」をイメージした
描き下ろしイラストが登場！

「文化祭」をイメージした描き下ろしイラスト
海常高校イメージ
「バンド」

秀徳高校イメージ
「焼きそば屋台」

桐皇学園高校イメージ
「お化け屋敷」

陽泉高校イメージ
「ミスターコンテスト」

洛山高校イメージ
「野点茶会」

霧崎第一高校イメージ
「大正カフェ」

「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、コミックスは累計発行部数
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。
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◆期間限定「文化祭名物 巨大ガラポン」が登場！
巨大なガラポンを回して、ここでしか手に入らない各学校メンバーの集合柄の景品を手に入れよう！
○料金：1 回 540 円
○場所：J-STREET (J-WORLD 内)
【景品一例】

トートバッグ
(全 7 種)

アクリルストラップ
(全 7 種)

100mm 缶バッジ
(全 7 種)

44mm 缶バッジ
(全 35 種)

◆期間限定 2 つのミニゲームが登場！
描き下ろしイラストを使用した景品がもれなくもらえます。

サイリウム FURI FURI ゲーム

【景品一例】

サイリウムを振ってステージを盛り上げよ
う！
制限時間内に何回振れたかによってもらえる
景品がかわります。
○料金：1 回 430 円
○場所：J-STREET (J-WORLD 内)

クッションストラップ
(全 6 種)

つながるプリントラバーストラップ
(全 15 種)

誠凛、海常、陽泉のメンバーの景品をゲット
できる！

ダイカットステッカー
(全 15 種)

」半券仕分けゲーム！

【景品一例】

ロングスクエア缶バッジ
(全 10 種)

混ざってしまった半券を色別に仕分けし
よう！
制限時間内に仕分けることに成功した枚
数によってもらえる景品がかわります。

クッションストラップ

(全 8 種)

○料金：1 回 430 円
○場所：J-STREET (J-WORLD 内)
秀徳、桐皇学園、洛山、霧崎第一の
メンバーの景品をゲットできる！

つながるプリントラバーストラップ

ダイカットステッカー

(全 20 種)

(全 20 種)
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◆園内を回遊するラリーゲームが登場！

おいでませ！黒子の文化祭

【景品一例】

黒子たちが文化祭の出し物を準備して皆を待っているぞ！
文化祭実行委員のスタッフからスタンプラリー台紙を受け
取って、各学校の出し物を回ろう。
全部の学校を回ると、参加の御礼に景品がもらえます。

○料金：1 回 320 円
○受付場所：J-CARNIVAL (J-WORLD 内)
56mm 缶バッジ

(全 35 種)

※学校別ブラインドパッケージ仕様
(学校は選択できます)

◆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】

アクリルスタンドとアクリルジオラマを
つなげると、アクリルチャームが飾れる
スタンドになります！

アクリルチャーム／全 35 種
(1 個 540 円) ※学校別ブラインドパッケージ仕様

つながるアクリルスタンド
全 7 種 (各 864 円)

A4 クリアファイル／全 7 種

つながるアクリルジオラマ
全 7 種 (各 684 円)

(各 378 円)

スクエア缶バッジ／全 35 種
(1 個 378 円) ※学校別ブラインドパッケージ仕様
フェイスタオル／全 7 種
(各 1,728 円)
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◆期間限定フードメニュー登場！！

洛山高校の野点茶会セット
(720 円)

霧崎第一高校 大正カフェのカツレツライス
(760 円)

誠凛高校の「三銃士」プレート
(800 円)

販売期間：9/16～10/8

販売期間：9/16～10/8

販売期間：10/9～10/30

陽泉高校ミスターコンテストステージサンド
(740 円)

海常高校のイカした！？バンドパフェ
(800 円)

秀徳高校特製、たっぷり野菜の焼きそば
(630 円)

販売期間：10/9～10/30

販売期間：10/31～11/23

販売期間：10/31～11/23

桐皇学園高校のお化け屋敷、モンスタードッグ
(青峰のドリンク付)
(860 円)

誠凛高校の演劇「三銃士」ケーキ
(フランボワーズケーキ)
(720 円)

海常高校のライブケーキ(ガトーオランジュケーキ)

販売期間：10/31～11/23

販売期間：9/16～11/23

販売期間：9/16～10/8

桐皇学園高校のお化け屋敷ケーキ
(ショコラカフェケーキ)
(680 円)

秀徳高校の焼きそば屋台ケーキ
(マンゴーラズベリーケーキ)
(680 円)

洛山高校の野点茶会 抹茶生どら焼き
(680 円)

販売期間：9/16～10/8

販売期間：10/9～10/30

販売期間：10/9～10/30

(720 円)

フードを 1 品購入ごとに、
オリジナルポストカードを 1 枚プレゼント！

陽泉高校のミスターコンテストケーキ
(カシスケーキ)
(720 円)

霧崎第一高校の大正カフェカステラ
(黒胡麻あん蒸しカステラ)
(680 円)

販売期間：10/31～11/23

販売期間：10/31～11/23

(全 7 種)
※ランダムでのお渡しです。
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◆『イベント記念限定セット』が登場
『黒子の文化祭 in J-WORLD TOKYO』の開催を記念して、
「J-WORLD TOKYO パスポート」
、
「ミニゲーム 2 回券」
、
総勢 35 名の描き下ろしイラストを使用した「イベント記念限定グッズ」の３つがセットになった『イベント記念限定セット』
を販売します。
《価格》
大人 4,800 円 ／ 子ども 4,600 円
《セット内容》
○ J-WORLD TOKYO パスポート (入園券＋アトラクション遊び放題)
○ ミニゲーム 2 回券 (サイリウム FURI FURI ゲームか半券仕分けゲームのいずれかで使用可能)
○ イベント記念限定グッズ「丸型時計」
※全て J-WORLD TOKYO ご来園時にお引き換えとなります。
※パスポートは園内にあるアトラクションを当日何度でもご利用いただけるチケットです。
イベント記念限定グッズ「丸型時計」

[サイズ]
250ｍｍ × 250ｍｍ

《販売スケジュール》
[プレオーダー期間] 2016 年 8 月 29 日(月) ～ 9 月 5 日(月)
[一般発売期間] 2016 年 9 月 13 日(火) ～ 11 月 23 日(水・祝)
※プレオーダー期間とは、一般発売に先駆けて事前にお申込みいただき、チケットを購入するサービスです。
お申込み数が多数となった場合は抽選となります。
※当日券の販売はございません。
※プレオーダーで所定の数量が終了した場合は、一般販売は行いません。
※イベント記念限定グッズの単独販売・後日販売はございません。
《チケットご利用可能期間》
2016 年 9 月 16 日(金) ～ 11 月 23 日(水・祝) ※期間中 1 日のみ使用可能
《販売方法》
チケット販売サイト「イープラス」にて前売券を販売。(数量限定)
⇒イープラス：http://eplus.jp/sys/web/s/j-world_ticket/index.html
詳細は J-WORLD TOKYO 公式サイトでお知らせします。
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