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この夏！“ひんやり体験”ができるホラーミッションが J-WORLD に登場！

『BORUTO-ボルト- 真夏の特別ミッション 呪われた廃墟へ潜入せよ！』
2017 年 7 月 15 日（土）～9 月 24 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、『BORUTO-ボルト- NARUTO
NEXT GENERATIONS』のイベント「BORUTO-ボルト- 真夏の特別ミッショ
ン 呪われた廃墟へ潜入せよ！」を、2017 年 7 月 15 日(土)～9 月 24 日(日)
まで開催します。
本イベントでは、夏にぴったりの“ひんやり体験”ができる期間限定ア
トラクション「BORUTO-ボルト- 真夏の特別ミッション 呪われた廃墟へ
潜入せよ！」を中心に、手裏剣術などの忍の術をモチーフにしたミニゲー
ム、
J-WORLD 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。
期間限定アトラクション「BORUTO-ボルト- 真夏の特別ミッション 呪
われた廃墟へ潜入せよ！」は、ドローンやナイトスコープなどのハイテク
ギアを使用し、“レーザーをくぐり抜ける”などのミッションクリアを目
指すアトラクションです。ミッションに失敗すると“ひんやり”する体験
が待っており、お化け屋敷のようなドキドキ感や脱出ゲームのような緊張
感を味わうことができます。

《オリジナルフードメニュー

イベント概要

一例》

■期間限定アトラクション「BORUTO-ボルト- 真夏の特別
ミッション 呪われた廃墟へ潜入せよ！」が登場！
⇒ドローンやナイトスコープなどを使用してミッションに
挑戦！
■「うずまきナルト・うちはサスケ忍戦ツアー」を開催
⇒キャラクターと一緒にアトラクションを体験する“忍戦
ツアー”にナルトとサスケが登場します。
■期間限定ミニゲーム (2 種)
・木ノ葉隠れの里 手裏剣術の修業
・うちは一族の火遁修業
■オリジナルフード＆デザート(全 4 種)
⇒期間限定の J-WORLD オリジナルフード＆デザートを楽
しめます。
※詳細は 2 枚目以降

うずまきボルトをモチーフにしたメニューや、
J-WORLD 風にアレンジした“雷バーガー”が登場！

◆テレビアニメ『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』…毎週水曜日夕方 5 時 55 分からテレビ東京系にて
好評放送中。
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『BORUTO-ボルト- 真夏の特別ミッション 呪われた廃墟へ潜入せよ！』

■期間限定アトラクション「BORUTO-ボルト- 真夏の特別ミッション 呪われた廃墟へ潜入せよ！」
ウォークスルー型の常設アトラクション「激闘！忍界大戦絵巻！！」が、夏の期間だけホラーバージョンになります。
より暗く、不気味な雰囲気にリニューアルし、J-WORLD オリジナルの科学忍具を使用して挑みます。
無線機から聞こえる音声もボルト、サラダ、ミツキに変更します。

◆開 催 期 間
◆開 催 場 所
◆料
金

2017 年 7 月 15 日(土)～9 月 24 日(日)
J-WORLD TOKYO 内「NARUTO-ナルト- エリア」
1 回 800 円 または パスポート

アトラクションストーリー
そこは木ノ葉隠れの里の近代化に取り残された古びた廃墟…この廃墟には幽霊が出るという噂が流れていた。
アカデミー

科学忍具班はこの噂の調査のために、忍者学校生であるあなたと、うずまきボルト、うちはサラダ、ミツキにミッション
を依頼した。
ボルトたちは J-WORLD オリジナルの科学忍具を使用してこのミッションに挑戦することに！
はたしてこの廃墟には何が待っているのか…！

《アトラクションの流れ》

※■：A コース ／ ■：B コース

▲骨伝導の無線機
(ボルト達の声が聞こえます)

どちらか一方に進みます。

《科学忍具を使用してミッションに挑戦！》
J-WORLD オリジナル科学忍具を使用し、3 つのミッションに挑戦します。
成功・失敗によって演出が変わります。

【ミッション①】(A コース)

【ミッション②】(B コース)

「暗号を探せ！口寄せ獣」

「解読ミッション！協力謎解きゲーム」

口寄せ獣の体内に閉じ込められてしまった！
先に進むため、時間内に飛行偵察忍具(ドローン)を
操作し、口寄せ生物の体内に隠された暗号を見つけ出そ
う！

目の前に仕掛けられたトラップ。
1 人がボタンを押したままでないと暗号を解けない。
暗視忍具(ナイトスコープ)をつけ、2 人で協力し暗号を
解き明かそう！

○使用科学忍具：ドローン

○使用科学忍具：ナイトスコープ

【ミッション③】(A コース・B コース共通)

【ミッション④】(A コース・B コース共通)

「突破しろ！レーザー網」

「仲間を助けろ！恐怖のビリビリ体験」

レーザー網に少しでも触れてしまえば、敵に居場所が
ばれてしまう。
レーザーの間を上手く潜り抜け先へ進もう！

仲間の一人が連れ去られてビリビリ装置のついたイスに
拘束されてしまった！
仲間を助けるために敵の仕掛けを解き明かせ！
○使用科学忍具：ブラックライト
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『BORUTO-ボルト- 真夏の特別ミッション 呪われた廃墟へ潜入せよ！』

■「うずまきナルト・うちはサスケ忍戦ツアー」を開催

※夜間限定開催

期間限定アトラクション「BORUTO-ボルト- 真夏の特別ミッション 呪われた廃墟
へ潜入せよ！」を、うずまきナルト、うちはサスケと一緒に体験できます。
◆開 催 期 間

2017 年 7 月 15 日(土)～9 月 24 日(日)

◆開 催 時 間

○7 月・8 月…18：00～21：00
○9 月…16：00～21：00

◆開 催 場 所

J-WORLD TOKYO 内「NARUTO-ナルト- エリア」

◆料

チケット販売サイトイープラスにて前売り券を販売します。
○大人：3,200 円
○4 歳～中学生：3,000 円

金

(右)うずまきナルト
(左)うちはサスケ
※写真は 2016 年に実施した
「忍戦ツアー」のものです。

※前売り券の料金には、J-WORLD TOKYO のパスポート代金が含まれています。
※パスポートは、園内にある対象アトラクションを当日何度でもご利用いただけるチケットです。
※『忍戦ツアー』は参加したい日時に登場しているキャラクターを指定し、一緒に巡るツアー形式のアトラクションです。
※前売残枠があった場合のみ当日券を販売します。

詳細は J-WORLD TOKYO 公式サイトにてご案内します。

▲以前開催した「忍戦ツアー」の様子

■期間限定ミニゲーム (2 種)
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。

【ミニゲーム①】

【ミニゲーム②】

木ノ葉隠れの里 手裏剣術の修業

うちは一族の火遁修業

忍の基本技術「手裏剣術」に挑戦しよう！
ゴム製の手裏剣やクナイを投げて、
正面の的に見事当
てることができれば成功！

うちは一族の基本忍術
「火遁・豪火球の術」
に挑戦だ！
正面に用意された“的”に向けて「火遁・豪火球の術
（吹き矢）」
を放ち、
見事当てることができれば成功！

○料金：1 回 300 円

○料金：1 回 300 円

【景品】

※「木ノ葉隠れの里 手裏剣術の修業」
、「うちは一族の火遁修業」共通の景品です。

《成功賞》ランダムでお渡し
手裏剣型ステッカー (全 6 種)

《参加賞》
ステッカー (全 1 種)
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『BORUTO-ボルト- 真夏の特別ミッション 呪われた廃墟へ潜入せよ！』

■オリジナルフード＆デザート

一例
BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS ケーキ
(ミルクレープ)
○価格：700 円
○販売期間：7/15～9/24
ミルクレープに、カスタードホイップ、チョコレートで作った手裏剣や
クナイ、ボルト(ねじ)などを飾り付けました。

ボルトとサラダとミツキの３色かき氷
○価格：700 円
○販売期間：7/15～9/24
「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」に登場するボルト、
サラダ、ミツキを表現したふわふわのかき氷です。
それぞれのイメージカラーをモチーフにしたフレーバーソース(マンゴー、
クランベリー、ブルーキュラソーカルピス)をかけ、３人をプリントした最
中を添えました。

辛さと美味さに世界が驚く！ 雷バーガー
(ポテト、ドリンク付)
○価格：830 円
○販売期間：7/15～8/16
ボルトたちが通っているバーガーショップのメニュー「雷バーガー」を
J-WORLD 風にアレンジしました。
レタスやパプリカ、チーズ、パティ、ハラペーニョの酢漬けを加えた BBQ
ソースなどをゴマのバンズに挟みました。

なんとか間に合ったな。限定、青唐辛子バーガー！
(ポテト、ドリンク付)
○価格：830 円
○販売期間：8/17～9/24
テレビアニメ第 1 話でボルトとシカダイが食べていた「青唐辛子バー
ガー」を J-WORLD 風にアレンジしました。
レタスやトマト、パティ、ケチャップ、マスタード、青唐辛子の素上げ
などをバンズに挟みました。
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