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J-WORLD に恋の季節が到来!? 『銀魂』の期間限定イベントを開催！

銀魂 愛染香篇 in J-WORLD TOKYO 恋のない所に煙は立たない
2017 年 4 月 15 日（土）～7 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、『銀魂』の期間限定イベン
ト「銀魂 愛染香篇 in J-WORLD TOKYO 恋のない所に煙は立たない」を、
2017 年 4 月 15 日(土)から 7 月 9 日(日)まで開催します。
本イベントでは、『銀魂』の“愛染香篇”のエピソードをモチーフに
した期間限定アトラクションやミニゲーム、オリジナルフード＆デザー
トなどをお楽しみいただけます。
さらに、愛染香の影響で美化されたキャラクターが、J-WORLD 限定の
描き下ろしイラストとして登場。ミニゲームの景品や、イベント限定の
オリジナルグッズなどに使用されます。
『銀魂』(著：空知英秋)は、「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中の
人気 SF 時代劇コメディーで、2006 年にテレビアニメ化されました。
現在、毎週日曜深夜 1 時 35 分からテレビアニメが放送中です。

【期間限定ミニゲーム 一例】

《イベント概要》
■期間限定アトラクション「ＡｉＺｅＮ-ＣＯ」が登場
■期間限定ミニゲームが登場 (2 種)
・銀さんのハニーハント
・ハナクソ伯爵の Hoji Hoji ガラポン

描き下ろしイラストを使用した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。
ハナクソ伯爵の Hoji Hoji ガラポン
(1 回 320 円)

■オリジナルフード＆デザートが全 11 種登場
■オリジナルグッズが登場
※詳細は 2 枚目以降

【期間限定フードメニュー

一例】

※イメージ

「ちゃんと俺の目を食えよ」
超カッケェェェェェェェェ！！新八の眼鏡パフェ
[販売期間：4/15～5/12]

(880 円)

ガラポンを回すと銀さんの
鼻から玉がコロンと転がり
出てきます。
出た玉の色に応じた景品が
もらえます。
▲景品一例
缶バッジ (全 6 種)
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吉原に伝わる特殊なお香「愛染香」
。
その香りを嗅いだ者は、嗅いだ時そばにいる相手を好きになってしまうという惚れ薬です。
愛染香の香りに包まれて恋の街と化した J-WORLD TOKYO。
一歩足を踏み入れると、あなたもどうなってしまうか…保証はいたしかねます。

◆イベント限定描き下ろしイラストが登場
“愛染香”の影響で、いつもより素敵(？)に見えるキャラクター達の描き下ろしイラストが登場！
こちらの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が登場します。

坂田銀時

土方十四郎

志村新八

沖田総悟

星海坊主 ／ 神威

武市変平太 ／ 高杉晋助

◆期間限定アトラクション「ＡｉＺｅＮ-ＣＯ」が登場
依頼内容
「ダーク愛染香」を押収し、黒幕の正体を掴むこと。

「ＡｉＺｅＮ-ＣＯ」

通信端末
超カッケェェェェェェェェ！タブレット端末を支給。
こちらを持って捜査に向かう。

○料金：1 回 800 円 ※パスポート利用可
○場所：J-ARENA (J-WORLD 内)
《ストーリー》
吉原を大混乱に陥れた、“愛染香事件”が人々の記憶
から忘れ去られようとしていたある日、J-WORLD
TOKYO で新たな事件が勃発していた。

●タブレットを手に「愛染香」を捜索します。

「ダーク愛染香」と呼ばれる、幻覚作用があるお香
により、人々が洗脳されてしまったのだ！

●「愛染香」の影響で、等身大のキャラクターパネルがいつもとは全
然違った姿に見えてしまうかも！？

その陰には黒幕の存在も噂されており、真選組も出動
して捜査にあたっていたが、かえってダーク愛染香の
香りにやられてしまう始末。

●愛染香の影響でおかしくなってしまったキャラクターと戦闘が始
まることも。

吉原を護る百華の頭・月詠は、事態の収拾を図るため
万事屋にも捜査を依頼。銀時は通りがかりの一般人を
バイトとして雇い、捜査に投入することにした。

▲タブレット端末イメージ

●制限時間内に愛染香を回収しましょう。
さあ、J-WORLD TOKYO で、愛染香ゲットだぜ！
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◆期間限定ミニゲームが登場
描き下ろしイラストを使用した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。

銀さんのハニーハント

【景品一例】

あなた(ハニー)は誰にハントさ
れるかな！？
扉を開けると目の前にあなたを
ハントしにきたキャラクターが
現れます。現れたキャラクターに
よってもらえる景品が変わるミ
ニゲームです。
○料金：1 回 320 円
○場所：J-ARENA (J-WORLD 内)

アクリルストラップ
(全 6 種)

ハナクソ伯爵の Hoji Hoji ガラポン

75mm 缶バッジ
(全 12 種)

ミニポスター
(全 12 種)

【景品一例】

Hoji Hoji ガラポンを回すと銀さんの鼻から
玉がコロンと転がり出てきます。
出た玉の色に応じた景品がもらえます。
ランチトート
(全 3 種)

○料金：1 回 320 円

缶バッジ (全 4 種)

○場所：J-ARENA (J-WORLD 内)

56mm 缶バッジ (全 8 種)

香り付きイラストシート (全 12 種)

◆「コロコロジャスタウェイ」に新景品が追加
J-CARNIVAL にある銀魂のミニゲーム「コロコロジャスタウェイ」に、描き下ろしイラストを使用した新景品が追加さ
れます。

コロコロジャスタウェイ
ジャスタウェイの頭をころがしてボディに合体させるアルバイトに挑戦！
○料金：1 回 200 円 ／ ○場所：J-CARNIVAL (J-WORLD 内)
【新景品一例】

ダブルチャーム (全 6 種)

◆オリジナルフード＆デザートが全 11 種登場 (一例)

ハナクソ伯爵の
いちごミルクティー
(580 円)

デストロイ総督の
フラワーバスケットアイスティー
(580 円)

[販売期間：4/15～7/9]

[販売期間：4/15～7/9]
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◆オリジナルフード＆デザートが全 11 種登場 (一例)

「オレと大食い勝負しようよ」
神威の大食いビビンバ
春雨スープつき
(940 円)

「俺と一緒にマヨらないか？」
マヨ土方の明太クリームパスタ
(900 円)
[販売期間：4/15～5/12]

[販売期間：5/13～6/11]

ゴリラとゴリラの
ストーカーチョコバナナクレープ
(700 円)

「オレからの花束受け取ってくだせぇ」
プリンス沖田の花束タコス
(720 円)

銀時の愛染香ハニートースト
…仕方ないついていってやるか
(870 円)

[販売期間：5/13～6/11]

[販売期間：6/12～7/9]

[販売期間：6/12～7/9]

土方と沖田のケーキ
(オペラケーキ)
(700 円)

銀時と新八のケーキ
(りんごのシブースト)
(700 円)

高杉と神威のケーキ
(ダブルベリーケーキ)
(700 円)

[販売期間：4/15～5/12]

[販売期間：5/13～6/11]

[販売期間：6/12～7/9]

◆オリジナルグッズが登場
○販売場所：J-WORLD STORE (J-WORLD 内グッズショップ)
【グッズ 一例】
▼オモテ

▼ウラ

缶マグネット [全 12 種]
(1 個 432 円)
※ブラインドパッケージ

▼オモテ

▼ウラ

アクリルキーホルダー [全 6 種]
(各 918 円)

A4 クリアファイル [全 1 種]
(378 円)
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