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私服姿のキャラクターの描き下ろしイラストが登場する期間限定イベントを開催！

僕のヒーローアカデミア in J-WORLD TOKYO
2016 年 12 月 26 日（月）～2017 年 4 月 9 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)では、TV アニメ『僕のヒーローアカデ
ミア』の第 2 期放送決定を記念した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 12 月 26 日(月)から 2017 年 4 月 9
日(日)まで開催します。
本イベントは“J-WORLD に遊びにきた雄英高校のメンバー達”をコンセプ
トに、10 キャラクターの私服姿の描き下ろしイラストが登場します。期間中
は、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
ジナルグッズ、キャラクターをモチーフにした限定フード＆デザートなどを
楽しむことができます。

《イベント概要》
■J-WORLD 限定描き下ろしイラストが登場

※詳細は 2 枚目以降

■期間限定ミニゲームが登場
■期間限定オリジナルフード＆デザートが登場
■J-WORLD オリジナルグッズ販売
※詳細は 2 枚目以降

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

【オリジナルグッズ】
アクリルキーホルダー
(全 10 種／各 1,080 円)

オリジナルフード＆デザートが登場！
【一例】

爆豪勝己の閃光弾(スタングレネード)ケーキ
(パイン＆マンゴーケーキ)
(700 円)
[販売期間：12/26～1/31]

「僕のヒーローアカデミア」(著：堀越耕平)は、
「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中のアクションコミックで、2016
年 4 月から 6 月にかけてテレビアニメ第 1 期が放送され、今後第 2 期の放送も決定しています。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、シリーズ累計発行部数は 700 万部を超えるなど
爆発的な人気を獲得しています。
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◆期間限定のミニゲームが登場！
J-WORLD オリジナル景品がもれなくもらえるミニゲームが登場します。

《Ｐlus Ultra

雄英ガラポン》

【景品一例】

ヒーロー養成の最高峰、
“雄英高校ヒーロー科”名物
「雄英ガラポン」が登場！
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-WORLD STORE 前 (J-WORLD 内)

マルチクロス(全 1 種)

44mm 缶バッジ(全 10 種)

ミニポスター
(全 10 種)
アクリルストラップ(全 10 種)

《いつでもトレーニング！雄英マラソン！》
ボールを転がしてうまくゴールに入れば大成功！
USJ(ウソの災害や事故ルーム)に見立てた道を操っ
て、ゴールまで突き進もう！
上手くゴールできると、景品が選べるルーレットが
発動！

※ランダムでお渡し

【景品一例】
▼オモテ

▼ウラ

マグネットクリップ(全 10 種)

○料金：1 回 430 円
○場所：J-WORLD KITCHEN (J-WORLD 内)

ミニクッションストラップ
(全 5 種)

《お茶子の「核兵器」回収訓練！》

丸型コースター(全 10 種)
※ランダムでお渡し

【景品一例】

お茶子のパネルを跳ばして、核を回収しよう！
飯田くんのディフェンスをくぐり抜け、見事「核兵
器」までたどりつけるか！？
○料金：1 回 200 円
○場所：J-CARNIVAL (J-WORLD 内)

オーバル型缶バッジ(全 10 種)

ブロマイド(全 10 種)
※ランダムでお渡し

◆期間限定フードメニューが新登場！

雄英高校 学食の
特製スタミナカレーライス
(920 円)

デクのワン・フォー・オールパスタ
(デクのポロＴシャツトースト付)
(900 円)

麗日お茶子のお茶漬け
(いろいろトッピング付)
(580 円)

[販売期間：12/26～4/9]

[販売期間：12/26～1/31]

[販売期間：12/26～1/31]
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◆期間限定フードメニューが新登場！

“私がきた” オールマイトの
スマッシュミートワイルドライス
(940 円)

相澤消太の
コーヒーゼリー・イン・カフェオレ
(600 円)

梅雨ちゃんのケロケロケーキ
(洋梨と葡萄のケーキ)
(700 円)

[販売期間：2/1～3/3]

[販売期間：2/1～3/3]

[販売期間：2/1～3/3]

飯田天哉のガソリンたっぷり！
チョコバニラクレープシュゼット
(980 円)

轟 焦凍の
“半冷半燃”クラッシュアイスドリンク＆
ホットスパイシーチキンライス
(860 円)

上鳴電気と切島鋭児郎のケーキ
(オレンシﾞケーキ)
(700 円)

[販売期間：3/4～4/9]

[販売期間：3/4～4/9]

[販売期間：3/4～4/9]

◆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】

ペアアクリルキーホルダー (全 5 種／各 864 円)
T シャツ (全 2 種／各 2,700 円)

フェイスタオル (全 1 種／1,728 円)

ポストカードホルダー
(全 1 種／1,944 円)

ロングクッション

(全 10 種／各 2,700 円)

※店頭での受注販売
©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会・MBS

※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。

