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コラボイベント第２弾は『未来編』！期間限定フードやミニゲームが登場！！
か て き ょ ー

家庭教師ヒットマン REBORN！未来編 in J-WORLD TOKYO
2017 年 6 月 5 日（月）～8 月 31 日（木）
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、『家庭教師ヒットマン REBORN！』の期間限
定イベント「家庭教師ヒットマン REBORN！未来編 in J-WORLD TOKYO」を、2017
年 6 月 5 日(月)から 8 月 31 日(木)まで開催します。
『家庭教師ヒットマン REBORN！』と J-WORLD のタイアップイベントは今回が 2
度目となります。本イベントでは 10 年後を舞台にした『未来編』にスポットをあ
て、J-WORLD 限定描き下ろしイラストや、オリジナル景品がもらえるミニゲーム、
フード＆デザートなどが登場します。

《イベント概要》
■J-WORLD 限定描き下ろしイラストが登場
■３つの期間限定ミニゲームが登場
■園内を巡るクイズラリーゲームが登場
■オリジナルフード＆デザートが全 10 種登場
■オリジナルグッズが登場

※詳細は 2 枚目以降

【
『家庭教師ヒットマン REBORN！』の J-WORLD 限定フードやグッズが登場！】
キャラクターをモチーフにした期間限定フード＆デザートや、オリジナルグッズが登場します！
▼オリジナルグッズ 一例

▼オリジナルフード 一例

獄寺隼人と瓜のケーキ (チーズケーキ)

(730 円)

チョコで作った瓜の顔が可愛いらしいケーキです。
[販売期間：6/27～7/18]

ダイカットクッション [全 7 種]
(各 1,980 円) ※店頭での受注販売

『家庭教師ヒットマン REBORN！』(著：天野明)は、「週刊少年ジャンプ」(集英社)で 2004 年から 2012 年まで連載された大ヒッ
ト作品で、2006 年～2010 年にかけて TV アニメが放送されました。
TV アニメ放送開始から 10 周年を記念し、現在 Blu-ray BOX 第 1 巻・第 2 巻が発売中。2017 年 6 月 21 日(水)には第 3 巻も発売
予定です。また、J-WORLD で Blu-ray BOX をご購入いただいた方に、天野明描き下ろし Blu-ray BOX スリーブケースイラストを
使用した、オリジナルアクリルスタンドをプレゼントします。詳しくは J-WORLD 公式サイトでお知らせします。
©天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会
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◆J-WORLD 限定描き下ろしイラストが登場
《『家庭教師ヒットマン REBORN！』の“ちびわーるど”に新イラストが登場！》
前回のイベントにも登場した『家庭教師ヒットマン REBORN！』の“ちびわーるど”に、今回は 10 年後の守護者や、
フラン、白蘭、ボンゴレⅠ世が登場！(“ちびわーるど”は J-WORLD のオリジナルちびキャラです。)

獄寺隼人
(10 年後 ver.)

山本 武
(10 年後 ver.)

雲雀恭弥
(10 年後 ver.)

六道 骸
(10 年後 ver.)

フラン

プリーモ

白蘭

ボンゴレ Ⅰ 世

イベント期間中に、こちらのイラストを使用したオリジナルグッズが登場予定です。

【ご参考】前回のイベントで登場した“ちびわーるど”のイラスト

◆３つの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３つのミニゲームが登場します。
[ミニゲーム]

【景品一例】

開匣！
匣(ボックス)ガラポン

ボックスポーチ
(全 3 種)

ツナのボンゴレ匣(ボックス)デザ
インのガラポンを回そう！

ダイカットボードバッジ (全 10 種)

出た玉の色に応じて、もらえる景品
が変わります。
○料金：1 回 500 円
ダブルチャーム
(全 4 種)

[ミニゲーム]

缶バッジ (全 13 種)

【景品一例】

標的を狙え！
チョイスバトル！
２つの箱の中から“カード”をチョ
イスして、指定されたターゲットを
倒そう！見事、ターゲットを倒せば
ポイント GET！
獲得したポイントによってもらえ
る景品が変わります。
○料金：1 回 400 円

アクリルキーホルダー (全 4 種)

ホログラム缶バッジ (全 11 種)

イラストシート
(全 11 種)
※ランダム
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[ミニゲーム]

【景品一例】

緊急ミッション！
高級フィレ肉デリバリー
機嫌が悪いボスの為に高級フィレ
肉を届けよう！

アクリルキーホルダー
(全 3 種)

見事ボスの前に並ぶ皿の上に肉を
のせることができれば得点ゲッ
ト！

ホログラム缶バッジ (全 4 種)

イラストシート
(全 10 種)

○料金：1 回 400 円

※ランダム

◆園内を巡るクイズラリーゲームが登場

ボンゴレ式クイズラリー

【景品：アイコン型缶バッジ

一例】

※ランダム (絵柄は期間によって異なります。)

リボーンからのスペシャルミッ
ション！
ラリー用紙に書かれた 5 つのポ
イントを回ろう。
各ポイントで出題されるクイズ
に挑戦して、3 問以上正解するこ
とができれば景品をゲット！
○料金：1 回 320 円

7/19～8/31 まで (全 15 種)

6/5～7/18 まで (全 15 種)

◆オリジナルフード＆デザートが全 10 種登場 (一例)

ツナのツナサンドウィッチ＆
エスプレッソラテセット
(720 円)

ボンゴレファミリーの
ボンゴレロッソスパゲティ
(940 円)

六道 骸のチョコ＆パイナップル
with フルーツ ピッツア
(920 円)

レタス、トマトを挟んだツナサンドと
エスプレッソラテのセットです。

せんべいの絵柄は、8 種類の中からお好きなもの
をお選びいただけます。

ピザ生地にカスタードソースを敷き、チョコ、
パイナップル、マシュマロをトッピング。

[販売期間：6/5～8/31]

[販売期間：6/5～8/31]

[販売期間：6/5～6/26]

フランの「ベル先輩とミーのケーキ」
(レアチーズケーキ)
(730 円)

山本 武の特製穴子丼
(赤だし味噌汁付)
(960 円)

雲雀恭弥の
和風おろしポン酢ハンバーグ膳
(980 円)

チョコで作ったカエル、ティアラ、ヘルリング、
ナイフを飾りました。

煮穴子を使った具だくさんな丼です。
赤だしの味噌汁がセットになっています。

和風おろしハンバーグをメインに、きんぴらや
煮物などの小鉢を添えた和風御膳です。

[販売期間：6/5～6/26]

[販売期間：6/27～7/18]

[販売期間：7/19～8/9]
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白蘭の
マシマロミルフィーユ
(730 円)

笹川了平の
極限太陽(マキシマムキャノン)カレーうどん
(930 円)

ランボとイーピンの３時のおやつケーキ
(ベイクドチーズケーキ)
(730 円)

チョコで作った羽根や花、白蘭が好きな大きな
“マシマロ”を飾りました。

バターチキンカレーをかけたうどんに、ピリ辛に
仕上げたフライドチキンと唐揚げをのせました。

ベイクドチーズケーキに、
チョコでつくったおやつを飾りました。

[販売期間：7/19～8/9]

[販売期間：8/10～8/31]

[販売期間：8/10～8/31]

フードを 1 品購入につき、オリジナルポストカードを 1 枚プレゼントします！

全 12 種

※ランダムでお渡しします。

◆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】
《イラストシートファイル使用例》

イラストシートファイル [全 3 種]
(各 1,620 円)

ミニゲーム景品の「イラストシート」を収納することができます。

『家庭教師ヒットマン REBORN！』アニメ 10th Anniversary
３大コラボイベント連続開催記念ポストカードプレゼント！
J-WORLD 内「J-WORLD STORE」にて『家庭教師ヒットマン REBORN！』のグッズを
購入した方に、先着で“
『家庭教師ヒットマン REBORN！』アニメ 10th Anniversary
３大コラボイベント連続開催記念ポストカード”をプレゼントします。
◆配布期間：2017 年 6 月 5 日(月)～ なくなり次第終了
※3 大コラボイベントについてはこちら
http://rebo-10th.com/
※ポストカードのプレゼントについてはこちら
http://event.namco.co.jp/j-world/reborn_future/

▲J-WORLD でお渡しするポストカード
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