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「ミュージカル『テニスの王子様』コンサート Dream Live 2017」開催記念のイベントを開催！
ミュージカル出演キャストプロデュースのメニューなど期間限定フード＆デザートが 18 種登場！

新テニスの王子様 Dream Party in J-WORLD TOKYO
2017 年 5 月 8 日（月）～6 月 4 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、2017 年 5 月 26 日(金)
から 5 月 28 日(日)まで横浜アリーナで開催される「ミュージカル『テ
ニスの王子様』コンサート Dream Live 2017」を記念したイベント「新
テニスの王子様 Dream Party in J-WORLD TOKYO」を、2017 年 5 月 8
日(月)から 6 月 4 日(日)まで開催します。
本イベントでは、「ミュージカル『テニスの王子様』コンサート
Dream Live 2017」に出演する青春学園中等部・氷帝学園中等部・山
吹中学校・六角中学校より、新規描き下ろしを含めた 9 名の描き下ろ
しイラストが登場。こちらを使用したミニゲームの景品やオリジナル
グッズが登場するほか、期間限定のオリジナルフード＆デザート、
「ミュージカル『テニスの王子様』」の出演キャストがプロデュース
したメニューなどもお楽しみいただけます。
さらに、アニメ「新テニスの王子様」の越前リョーマ役の声優皆川
純子さんと、「ミュージカル『テニスの王子様』」の越前リョーマ役
の阿久津仁愛さんを招いたトークショーの開催も決定しました。

【期間限定フードメニュー

《イベント概要》

一例】

■期間限定ミニゲームが登場 (2 種)
・ラッキー千石の運試しガラポン
・六角名物？潮干狩りゲーム
■既存のミニゲーム「風圧スマッシュ」に新景品が登場
■オリジナルフード＆デザートが全 11 種登場
■「ミュージカル『テニスの王子様』
」出演キャストがプロデュースし
たメニューが全 7 種登場
■オリジナルグッズが登場

※詳細は 2 枚目以降

【スペシャルトークショー開催決定！！】

▲リョーマとカルピンの仲良しケーキ (レアチーズ)
(750 円)

アニメ『新テニスの王子様』の越前リョーマ役の声優皆川純子さ
んと、「ミュージカル『テニスの王子様』」で越前リョーマを演じ
る阿久津仁愛さん、2 名が登場するトークショーを開催します。
○開催日時：2017 年 6 月 4 日(日) 19：00～
○開催場所：J-WORLD TOKYO 内
○ゲスト：皆川純子さん ／ 阿久津仁愛さん
※応募方法などの詳細は、J-WORLD TOKYO 公式サイトでお知ら
せします。
©許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト

「ミュージカル『テニスの王子様』
越前リョーマ 役 阿久津仁愛さんが
プロデュースしたドリンクメニュー
Ponta

～cool～

(680 円)
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新テニスの王子様 Dream Party in J-WORLD TOKYO

◆期間限定ミニゲームが登場
J-WORLD 限定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。
【景品一例】

ラッキー千石の運試しガラポン
強運を持つ千石にちなんだ運試しくじ。
ガラポンから出た玉の色に応じて景品を
ゲット！
“ラッキー賞”が出ると、A～D 賞の中か
ら好きな景品を 1 つ選べます！

[A 賞]ラメ入りアクリルストラップ
(全 9 種)

[B 賞]マイクロファイバータオル
(全 9 種)

○料金：1 回 430 円
○場所：J-STREET (J-WORLD 内)
[C 賞]56mm 缶バッジ
(全 9 種)

[D 賞]イラストシート
(全 9 種)

【景品一例】

六角名物？潮干狩りゲーム
熊手を使って、砂に埋まった貝を制限時
間内にたくさん掘り出そう。
集めた貝の合計重量に応じて景品ゲッ
ト！
○料金：1 回 320 円
○場所：J-STREET (J-WORLD 内)

[A 賞]
クッションストラップ
(全 6 種)

[B 賞]
32mm 丸型ストラップ
(全 9 種)

[C 賞]
ミニポスター
(全 9 種)

◆「風圧スマッシュ」に新景品が追加
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”が特別仕様になります。
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
ラケットを振って風圧で並みいるライバル達をなぎ倒そう！
○料金：1 回 200 円 ／ ○場所：J-CARNIVAL (J-WORLD 内)
【新景品一例】

[成功賞]マグバッジ (全 9 種)

[参加賞]ポストカード (全 9 種)

◆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】

IC カードケース [全 9 種]
(各 1,944 円)

アクリルスタンド [全 9 種]
(各 1,296 円)

75mm 缶バッジ [全 9 種]
(1 個 378 円)

ロングクッション [全 9 種]
(各 2,700 円)

※ブラインドパッケージ

※店頭での受注販売
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◆オリジナルフード＆デザートが全 11 種登場
○販売場所：J-WORLD KITCHEN (J-WORLD 内)

／ J-PATISSERIE (J-WORLD 内)

氷帝学園中等部 跡部、忍足、宍戸、
向日、芥川のドリームバラエティプレート
(980 円)

山吹中学校 南、東方、千石、亜久津の
ドリームバラエティプレート
(980 円)

青春学園中等部 手塚、大石、不二、乾、
菊丸、河村のドリームバラエティプレート
(980 円)

[販売期間：5/8～5/21]

[販売期間：5/8～5/21]

[販売期間：5/22～6/4]

六角中学校 葵、佐伯、黒羽、天根の
ドリームバラエティプレート
(980 円)

リョーマとカルピンの仲良しケーキ
（レアチーズ）
(750 円)

手塚国光の休日キャンプケーキ
(白桃のタルト)
(750 円)

[販売期間：5/22～6/4]

[販売期間：5/8～6/4]

[販売期間：5/8～5/21]

不二周助のシャッターチャンスケーキ
(アップルパイ)
(750 円)

佐伯虎次郎の潮干狩りケーキ
(サワーチェリーケーキ)
(750 円)

跡部景吾の破滅への輪舞曲ケーキ
(バナナのシャルロット)
(750 円)

[販売期間：5/8～5/21]

[販売期間：5/8～5/21]

[販売期間：5/22～6/4]

日吉 若の演武抹茶羹
(小豆入り抹茶羹)
(750 円)

千石清純のラッキーお好み焼きパンケーキ
(パンケーキ)
(750 円)

[販売期間：5/22～6/4]

[販売期間：5/22～6/4]

ロ ン ド
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◆「ミュージカル『テニスの王子様』
」出演キャストがプロデュースしたメニューが全 7 種登場
○販売場所：J-WORLD KITCHEN (J-WORLD 内)
越前リョーマ 役

阿久津仁愛さん

／ J-PATISSERIE (J-WORLD 内)
手塚国光 役

宇野結也さん

葵 剣太郎 役 矢代卓也さん

プロデュースドリンク

プロデュースドリンク

プロデュースドリンク

Ponta ～cool～
(680 円)

青学ドリンク(仮)
(680 円)

[販売期間：5/8～6/4]

[販売期間：5/8～5/21、5/26～5/28]

六角尽くしの
ブラッドオレンジ＆タピオカジュース
(680 円)
[販売期間：5/8～5/21、5/26～5/28]

跡部景吾 役

三浦宏規さん

南 健太郎 役 北川尚弥さん

プロデュースドリンク

プロデュースドリンク

氷帝ドリンク(仮)
(680 円)

山吹ドリンク(仮)
(680 円)

[販売期間：5/22～6/4]

[販売期間：5/22～6/4]

海堂 薫 役

牧島 輝さん

プロデュースケーキ

海堂の好きなヨーグルトとフルーツのケーキ
(780 円)
[販売期間：5/11～5/15]

乾 貞治 役 加藤 将さん
プロデュースケーキ

乾特製

チョコムースケーキ(仮)
(780 円)

[販売期間：5/31～6/4]
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