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TV アニメ放送記念！「エルドライブ【ēlDLIVE】」とのタイアップイベントを初開催！

「エルドライブ【ēlDLIVE】 in J-WORLD TOKYO」
2017 年 1 月 21 日（土）～2 月 28 日（火）
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、『エルドライブ【ēlDLIVE】』の TV ア
ニメ放送を記念したタイアップイベント「エルドライブ【ēlDLIVE】 in J-WORLD
TOKYO」を、2017 年 1 月 21 日(土)から 2 月 28 日(火)まで開催します。
J-WORLD TOKYO と『エルドライブ【ēlDLIVE】』のタイアップイベントは今
回が初開催となります。期間中は、J-WORLD オリジナル景品がもらえる期間限
定ミニゲーム、キャラクターをモチーフにしたフード＆デザート、オリジナル
グッズなどが登場するほか、テレビアニメ『エルドライブ【ēlDLIVE】』の声優
を招いてのトークショーを開催します。

《イベント概要》
■J-WORLD 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
■『エルドライブ【ēlDLIVE】
』の声優を招いたトークショーを開催
※詳細は 2 枚目以降

《J-WORLD 限定描き下ろしイラスト》

《オリジナルフード＆デザート》

ミニゲームの景品やオリジナルグッズになって登場します。

キャラクターをモチーフにした 4 種の
フード＆デザートが登場します。

￥

【一例】

ドルー

九ノ瀬宙太
(ここのせちゅうた)

其方美鈴
(そのかたみすず)

レイン・ブリック

チップス
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◆『エルドライブ【ēlDLIVE】』(著：天野明)・・・マンガ誌アプリ「少年ジャンプ ＋ 」(集英社)で連載中のフルカラーのウェ
ブコミック。2017 年 1 月 8 日より、毎週日曜夜 10 時から TOKYO MX、他各局にて TV アニメが放送中です。
※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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エルドライブ【ēlDLIVE】 in J-WORLD TOKYO

◆期間限定ミニゲームが登場！
J-WORLD オリジナル景品がもれなくもらえる 2 つのミニゲームが登場します。

《美鈴の SPH で的を倒せ！！》

【景品一例】

宙太と美鈴の訓練シーンを再現した投てき
ゲームです。
“エルドライブ訓練用の的”が描かれた標
的に、美鈴の光る SPH のリングを投げて倒
すことが出来れば豪華景品がもらえます。
56mm 缶バッジ(全 6 種) ランダムでお渡し

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

ステッカー(全 10 種) ランダムでお渡し
※《レイン署長の ēｌメーザー砲発射！》と共通の景品です。

《レイン署長の ēｌメーザー砲発射！》

【景品一例】

ステルス機能で宇宙空間に隠れている敵艦を撃退
しよう！
3 つのボタンから当たりを選び、見事敵艦を撃退で
きれば成功！
レイン署長の掛け声に合わせてボタンを押そう！

56mm 缶バッジ(全 5 種) ランダムでお渡し

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

ステッカー(全 10 種) ランダムでお渡し
※《美鈴の SPH で的を倒せ！！》と共通の景品です。

◆期間限定フードメニューが新登場！

宇宙警察エルドライブプレート
跡形もなく食べなさい。ヨーヨーサ！！

ミミおばさんのマフィン

レイン・ブリックのケーキ (ブルーベリー)

(680 円)

(680 円)

(920 円)

エルドライブ【ēlDLIVE】
オリジナルタンブラー付ドリンク
(1,200 円)
※中身はグレープ風味の乳酸菌飲料です。
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※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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エルドライブ【ēlDLIVE】 in J-WORLD TOKYO

◆オリジナルグッズが新登場！(一例)
○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。

アクリルキーホルダー
(全 3 種／各 864 円)

75mm 缶バッジ (全 8 種／1 個 378 円)
※ブラインドパッケージ仕様

ロングクッション(全 3 種／各 2,700 円)
※店頭での受注販売

◆『エルドライブ【ēlDLIVE】』の声優を招いたトークショーを開催
「エルドライブ【ēlDLIVE】 in J-WORLD TOKYO」の開催を記念して、九ノ瀬宙太役の声優 村瀬 歩さんと、チップス役の
声優 小林大紀さんを招いたトークショーを開催します。
●開催日時：2017 年 1 月 28 日(土) 19 時 30 分～
●ゲ ス ト：村瀬 歩さん、小林大紀さん
●開催場所：J-WORLD KITCHEN (J-WORLD 内)
●参加方法：当日朝 10 時より、J-WORLD 内にて整理券を配布します。希望者が定員を超える場合は抽選となります。
詳細は決まり次第 J-WORLD 公式サイトでお知らせします。
●参加料金：無料

※J-WORLD の入園料が別途かかります。

『家庭教師ヒットマン REBORN！』イベントとの連動キャンペーン
現在 J-WORLD で開催中の『家庭教師ヒットマン REBORN！』イベントとの連動キャンペーンを実施中です。
《2 つのイベントに参加して限定ステッカーを GET！》
2016 年夏に開催した「天野明展」で上映された「SP コラボミニアニメ『24Ｈ』
」のイラストを使用した限定ステッカー
をプレゼント！！
【参加方法】
①「家庭教師ヒットマン REBORN！ in J-WORLD TOKYO」のイベント期間中に、専用のスタンプシートに『青いスタン
プ』と『赤いスタンプ』を集めよう。※スタンプシートの配布は 2017 年 1 月 20 日(金)まで。
② スタンプを集めた専用のスタンプシートを持って、2017 年 1 月 21 日(土)から開催する「エルドライブ【ēlDLIVE】
in J-WORLD TOKYO」の期間限定ミニゲームに挑戦すると、限定ステッカーをランダムで 1 枚プレゼント！！
【スタンプの集め方】
・
『青いスタンプ』…『家庭教師ヒットマン REBORN！』のフードメニューを 1 品購入ごとにスタンプを 1 つ。
・
『赤いスタンプ』…『家庭教師ヒットマン REBORN！』グッズを 1 会計につき 1,000 円分購入ごとにスタンプを 1 つ。

《限定ステッカー

一例》
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※「家庭教師ヒットマン REBORN！ in J-WORLD TOKYO」…2017 年 1 月 20 日(金)まで開催中。
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