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J-WORLD で氷帝学園中等部にスポットを当てたイベントを初開催！

「新テニスの王子様 氷帝祭り in J-WORLD TOKYO」
2016 年 9 月 20 日（火）～10 月 17 日（月）
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、「新テニスの王子様」
の氷帝学園中等部にスポットを当てたイベント「新テニスの王子様 氷
帝祭り in J-WORLD TOKYO」を 2016 年 9 月 20 日(火)から 10 月 17 日(月)
まで開催します。
本イベントでは、J-WORLD 限定の氷帝学園中等部メンバーの描き下
ろしイラストが登場します。こちらの描き下ろし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、期間限定フードメニューを楽しめ
るほか、J-WORLD 限定グッズ、等身大パネルなどが登場します。
さらに、期間中に誕生日を迎えるキャラクターの『特別キャンペーン』
も実施します。描き下ろしイラストを使用した景品がもらえる期間限定
ミニゲームや誕生日フード、限定グッズなどが登場します。

期間限定フードメニューが登場！

《イベント概要》
■J-WORLD TOKYO 限定の描き下ろしイラストが登場
氷帝学園中等部メンバ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！
■期間限定ミニゲームが登場
■既存のカーニバルゲーム「風圧スマッシュ」が期間限
定で氷帝学園中等部仕様に！
■オリジナルグッズ販売
■期間限定フードメニューが登場
■期間中に誕生日を迎えるキャラクターの 3 日間限定
『特別キャンペーン』を実施
期間中に誕生日を迎えるキャラクターをお祝いする特別
キャンペーンを実施！3 日間限定のミニゲーム、誕生日
フードなどがそれぞれの期間登場します。

誕生日を迎えるキャラクターの描き下ろしイラスト

《キャラクター》
・宍戸 亮[ししどりょう] (誕生日：9/29)
・跡部景吾[あとべけいご] (誕生日：10/4)
・忍足侑士[おしたりゆうし] (誕生日：10/15)
※特別キャンペーン実施日の詳細は「添付資料 3/3」にて
※詳細は 2 枚目以降

宍戸 亮

跡部景吾

忍足侑士

こちらのイラストを使用した景品やグッズなどが登場します。
©許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト

※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(1/3)

新テニスの王子様 氷帝祭り in J-WORLD TOKYO

◆3 つの期間限定ミニゲームが登場！
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。

ほうら凍れ！氷の世界

【景品一例】

ラケットでスポンジボールを打ち、氷柱に当てる「的
当て」ゲームです。倒した氷柱に記載された点数に
応じて、景品が変わります。

オモテ
ウラ

○料金：1 回 320 円
○場所：J-CARNIVAL(J-WORLD 内)

丸型コースター(全 9 種)
※「滝の“STOP THE WATCH”
」
と共通の景品です。

巾着(全 2 種)

向日の華麗なるムーンサルトガラポン

【景品一例】

ガラポンを回して出た玉の色に応じた景品がもらえ
ます。
○料金：1 回 430 円
○場所：J-CARNIVAL (J-WORLD 内)

氷帝ショルダートート
(全 1 種)

アクリルストラップ
(全 9 種)

ミニポスター
(全 9 種)

《期間限定で誕生日記念の描き下ろしイラストを使用した景品が追加！》
■マイクロファイバータオル

[期間：9/29～10/1]

滝の“STOP THE WATCH”

[期間：10/4～10/6]

[期間：10/15～10/17]

【景品一例】

「ストップウォッチ」を使って、決められた
秒数きっかりに止めることができれば成功！
○料金：1 回 320 円
○場所：J-CARNIVAL (J-WORLD 内)
※以下の期間はゲーム内容を変更します。
(詳細は「添付資料 3/3」にて)
・9/29(木)～10/1(土)
・10/4(火)～10/6(木)
・10/15(土)～10/17(月)

◆既存のカーニバルゲームが氷帝学園中等部仕様に！

56mm 缶バッジ
(全 9 種)

新景品も登場！！

期間中、J-WORLD 内「J-CARNIVAL」にあるカーニバルゲーム「風圧スマッシュ」の“マト”が氷帝学園中等部仕様の
デザインになります。さらに、描き下ろしイラストを使用した景品が追加されます。

風圧スマッシュ

【新景品一例】

ラケットを振って風圧でキャラク
ターの“マト”を倒すカーニバル
ゲームです。
○料金：1 回 200 円
○場所：J-CARNIVAL
(J-WORLD 内)
【大成功賞】マイクロファイバークロス(全 2 種)
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◆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】

クラッチバッグ
(全 1 種／3,024 円)

クリアポストカード
(全 9 種／1 枚 378 円)

ロングクッション
(全 12 種／各 2,700 円)

タペストリー
(全 1 種／3,564 円)

※完全受注販売

※ブラインドパッケージ仕様

◆期間限定フードメニュー登場！！

跡部＆樺地の氷帝ダブルスどんぶり

滝 萩之介の｢やるねー。｣エビカツサンド

跡部景吾の氷の世界ケーキ(レアチョコケーキ)

(1,080 円)

(740 円)

(780 円)

[販売期間：9/20～10/17]

[販売期間：9/20～10/17]

[販売期間：9/20～10/17]

日吉 若の下剋上だケーキ(抹茶ムース)

宍戸・鳳ペアの一球入魂テニスボールケーキ
(ミルクレープ)

芥川慈郎の羊のおいＣケーキ
(マンゴーラズベリー)

(720 円)

(680 円)

[販売期間：9/20～10/3]

[販売期間：10/4～10/17]

(780 円)
[販売期間：9/20～10/3]

9/20(火)からレギュラーメニューにも「氷帝学園中等部」のフードが登場！！
「勝つのは氷帝」
きのこクリームとごぼうチップスの
フェットチーネ
(940 円)

忍足・向日ペアのダブルベリーケーキ
(720 円)
[販売期間：10/4～10/17]
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◆期間中に誕生日を迎えるキャラクターの 3 日間限定『特別キャンペーン』を実施
○3 日間限定のミニゲーム、誕生日フードが登場！
描き下ろしイラストの景品が手に入る 3 日間限定ミニゲーム、誕生日フードがそれぞれの期間登場します。

“宍戸 亮”の誕生日を祝う『特別キャンペーン』【期間：2016 年 9 月 29 日(木)～10 月 1 日(土) 】
《期間限定ミニゲーム》
「宍戸の“出来なきゃ ちょいダサだぜ”ラケットバランス」

《期間限定の誕生日フード》
宍戸 亮のハッピーバースデー記念
スペシャルプレート

ラケットを指の上に乗せ、指定の秒数バランスをとることが出来
れば成功！

(1,100 円)
[販売期間：9/29～10/1]

○料金：1 回 320 円
○場所：J-CARNIVAL (J-WORLD 内)

宍戸の好物
「チーズサンド」
を J-WORLD
オリジナルハムチーズサンドにアレン
ジ。サラダミックス、秋刀魚のトマト
マリネ、野菜のキッシュ、ガトーショ
コラとイチゴのピンチョスなどを盛り
合わせたスペシャルプレートです。
1 品お買い上げごとに、宍戸のイラスト
シートを 1 枚お渡しします。

【景品一例】

【成功賞】56mm 缶バッジ

“跡部景吾”の誕生日を祝う『特別キャンペーン』
【期間：2016 年 10 月 4 日(火)～10 月 6 日(木) 】
《期間限定の誕生日フード》

《期間限定ミニゲーム》
「君臨せよ！バランスディスク」

跡部景吾のハッピーバースデー記念
スペシャルプレート

バランスディスクに立ち、ポーズを決めよう！指定の秒数君臨で
きれば成功！

(1,200 円)
[販売期間：10/4～10/6]

○料金：1 回 320 円
○場所：J-CARNIVAL (J-WORLD 内)

跡部の好物「ローストビーフ」にグ
レービーソースをかけ、サラダミッ
クス、野菜のキッシュ、秋刀魚のト
マトマリネ、網型ポテト、ガトーシ
ョコラとイチゴのピンチョスなどを
盛り合わせたスペシャルプレートで
す。紅茶がセットになっています。
1 品お買い上げごとに、跡部のイラス
トシートを 1 枚お渡しします。

【景品一例】

【成功賞】56mm 缶バッジ

“忍足侑士”の誕生日を祝う『特別キャンペーン』
【期間：2016 年 10 月 15 日(土)～10 月 17 日(月) 】
《期間限定ミニゲーム》
「心を閉ざせ！トランプ対決」

《期間限定の誕生日フード》
忍足侑士のハッピーバースデー記念
スペシャルプレート

係員の揺さぶりに負けずに心を閉ざして、勝利をつかめ！係員の
カードより、自分のカードが上か下かを当ててもらいます。

(1,100 円)
[販売期間：10/15～10/17]

○料金：1 回 320 円
○場所：J-CARNIVAL (J-WORLD 内)

関西出身の忍足にちなみ、大阪グル
メの串揚げ３種をメインに、ミニお
好み焼きとたこ焼き、ガトーショコ
ラとイチゴのピンチョスなどを盛り
合わせたスペシャルプレートです。
1 品お買い上げごとに、忍足のイラス
トシートを 1 枚お渡しします。

【景品一例】

【成功賞】56mm 缶バッジ

○誕生日記念の描き下ろしイラストを使用したグッズも登場！
【グッズ一例】
アクリルキーホルダー(全 3 種／各 1,080 円)
※宍戸 亮…9/29(木)発売
※跡部景吾…10/4(火)発売
※忍足侑士…10/15(土)発売

《宍戸 亮》

《跡部景吾》

《忍足侑士》
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