報道関係各位

2016 年 10 月 27 日

news
release

東京都港区三田３-１３-１６ 三田43MTビル
www.namco.co.jp

№P-12-133

J-WORLD 限定！クリスマスをモチーフにした期間限定フード＆デザートなどが登場！

「黒子のクリスマス 2Q (第 2 クォーター) in J-WORLD TOKYO」
2016 年 11 月 4 日（金）～12 月 25 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、ク
リスマスパーティーを楽しむ「黒子のバスケ」キャラクター
の描き下ろしイラストが登場するイベント「黒子のクリスマ
ス 2Q (第 2 クォーター) in J-WORLD TOKYO」を、2016 年
11 月 4 日(金)から 12 月 25 日(日)まで開催します。
本イベントでは、J-WORLD 限定の描き下ろしイラストを
使用したミニゲームの景品やオリジナルグッズなどが登場
するほか、クリスマスにちなんだ期間限定フードをお楽しみ
いただけます。

《イベント概要》
■J-WORLD TOKYO 限定の描き下ろしイラストが登場
■期間限定ミニゲームが新登場
■オリジナルグッズ販売
■期間限定フードメニューが登場
■イベント記念限定セットを販売

※詳細は 2 枚目以降

J-WORLD 限定描き下ろしイラスト
ミニゲームの景品やオリジナルグッズになって登場！
【オリジナルグッズ

期間限定フードメニュー(全 8 種)

一例

クリスマスをモチーフにしたフード＆デザートが登場！

一例】

靴下型アクリルキーホルダー
(全 12 種／各 864 円)

オーナメント風缶バッジ
(全 12 種／1 個 432 円)
※ブラインドパッケージ仕様

黒子のクリスマス
パーティープレート

黒子と火神とテツヤ 2 号の
クリスマスパーティーケーキ

(1,080 円)

(700 円)

[販売期間：11/4～12/25]

[販売期間：11/4～11/30]

©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会

「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
「劇場版 黒子のバスケ LAST GAME(ラストゲーム)」が公開予定となっています。
※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。
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◆期間限定ミニゲーム「ジンジャークッキーくじ」が新登場！
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。

ジンジャークッキーくじ
熱々のオーブンから取り出したジンジャークッキーを 1 つ選ぼう！クッキーの裏に書かれた賞が当たる、スペシャルな
「くじゲーム」です。
○料金：1 回 540 円
○場所：J-WORLD STORE 前 (J-WORLD 内)
【景品一例】

アクリルストラップ(全 12 種)

A5 クリアファイルセット[2 枚入](全 6 種)

56mm 缶バッジ(全 12 種)

トートバッグ(全 6 種)

◆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」
カレー鍋をまぜて選手たちにおいしいカレーを
届けよう！お玉を回して出てきたボールの色に
応じた景品を GET！

【新景品一例】
▼オモテ

○料金：1 回 300 円
○場所：黒子のバスケエリア (J-WORLD 内)

▼ウラ

ミニクッションストラップ(全 6 種)

「キセキのビンゴ」

アイコン風缶バッジ(全 12 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]

[参加賞]

スノードーム風アクリルキーホルダー
(全 12 種)

※ランダムでお渡しします。

ポストカード(全 12 種)
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◆オリジナルグッズが登場
○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】

ステッカー／全 1 種
(540 円)

アクリルチャーム／全 12 種
(1 個 540 円) ※ブラインドパッケージ仕様

つながるクリスマススタンド
全 6 種 (各 864 円)
※台座、キャラクターパーツ、装飾パーツ
の 3 点セットです。

「つながるクリスマススタンド」と「つな
がるクリスマスジオラマ」を組み立てる
と、アクリルチャームが飾れるスタンドに
なります！

プリントチョコマシュマロ[6 個入]／全 2 種
(各 648 円)

つながるクリスマスジオラマ
全 2 種 (各 648 円)

◆期間限定フードメニュー登場！！ (一例)

「クリスマスといえばブッシュドノエルやな」
「オレは食えるもんならそれでいいわ」
青峰と今吉のブッシュ･ド・ノエル

(700 円)

「ねぇ、真ちゃんそれ何？クリスマスケーキ？」
「抹茶カステラなのだよ」
緑間と高尾の抹茶カステラ
(700 円)

[販売期間：11/4～11/30]

[販売期間：11/4～11/30]

「黛さん、そろそろパーティーがはじまりますよ」
「ああ、この星を付けたら飾りつけも終わりだ」
赤司と黛の雪だるまカップケーキ

(700 円)

「Merry Christmas！」
「メリクリー。じゃあこのお菓子食べるねー」
紫原と氷室のシュークリームトライフル
(700 円)

[販売期間：12/1～12/25]

[販売期間：12/1～12/25]

[販売期間：12/1～12/25]

黒子のクリスマス パーティーオーバル
(1,080 円)
[販売期間：11/4～12/25]

「メリークリスマス！プレゼントはバッチリっス
よ！」「ゲームの準備も出来てるぜ！」
黄瀬と笠松のクリスマスプレゼントケーキ

(700 円)

フードを 1 品購入ごとに、オリジナルコースターを 1 枚プレゼント！(全 6 種) ※ランダムでお渡しします。
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◆『イベント記念限定セット』が登場
「黒子のクリスマス 2Q (第 2 クォーター) 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」
、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。
【イベント記念限定グッズ(特製パッケージ入り 32ｍｍ缶バッジ 13 個セット)】

▲特製パッケージ

▲32mm 缶バッジ

《価格》
大人 4,800 円 ／ こども 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
○ イベント記念限定グッズ(特製パッケージ入り 32ｍｍ缶バッジ 13 個セット)
※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。
《販売スケジュール》
[一般発売期間] 2016 年 11 月 1 日(火) ～ 12 月 25 日(日)
※当日券の販売はございません。
※予定数が完売次第、販売は終了いたします。追加販売の予定はございません。
※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 11 月 4 日(金) ～ 12 月 25 日(日) ※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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