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夏祭りを楽しむキャラクターの描き下ろしイラストが登場！

黒子の夏祭り 2017 in J-WORLD TOKYO
2017 年 7 月 22 日（土）～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、“夏
祭り”をテーマにした『黒子のバスケ』の期間限定イベント「黒子の夏祭り 2017 in J-WORLD TOKYO」を、2017 年
7 月 22 日(土)から 8 月 31 日(木)まで開催します。
本イベントでは浴衣姿のキャラクターたちの描き下ろしイラスト
が登場するほか、お祭りをモチーフにした期間限定ミニゲームやオ
リジナルフード＆デザートなどを楽しむことができます。
さらに、イベント期間中は、花火大会の日に浴衣を着て J-WORLD
に来園し、対象のミニゲームで遊ぶと「オリジナルメンコ」がもら
えるキャンペーンなどを実施します。

《イベント概要》

※詳細は 2 枚目以降

■ミニゲーム「納涼ガラポン 2017」登場
■夜限定ミニゲーム「キセキのボールすくい」登場
■オリジナルフード＆デザート(全 8 種)
■オリジナルグッズ
■型抜きに挑戦して「オリジナルメンコ」をもらおう！
■花火大会の日に浴衣を着て遊ぶと「オリジナルメンコ」をプレゼント！

【
『黒子のバスケ』の J-WORLD 限定グッズやフードが登場！】
描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズや、期間限定フード＆デザートが登場します！

▲オリジナルグッズ
75mm 和紙缶バッジ [全 12 種]

一例
(1 個 432 円)

※ブラインドパッケージ仕様

▲オリジナルフード 一例

「黒子のバスケ」は、2009 年から 2014 年まで「週刊少年ジャンプ」(集英社)にて連載され、コミックスは累計発行部数 3000
万部を突破した超人気バスケットボール漫画です。2012 年から 3 期にわたりテレビアニメが放送されました。
©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会
※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。

添付資料(1/3)

黒子の夏祭り 2017 in J-WORLD TOKYO

◆期間限定ミニゲームが登場！

(景品は一例)

時間帯によって遊べるミニゲームが変わります。景品は全て J-WORLD オリジナル！

「納涼ガラポン 2017」

(営業時間：10：00～15：45)

巨大なガラポンを力いっぱい回して景品をゲットしよう！出た玉の色によってもらえる景品が変わります。
○料金：1 回 540 円

／

○場所：J-WORLD STORE 前 (J-WORLD 内)

[B 賞]
きらきらアクリルストラップ
(全 12 種)

[A 賞]
ビニールバッグ (全 6 種)

「キセキのボールすくい」

[C 賞]
ダイカットボードバッジ
(全 12 種)

[D 賞]
44mm 缶バッジ
(全 12 種)

(営業時間：16：00～20：00)

ポイでボールをすくって、得点付きの器に入れよう！得点に応じてもらえる景品が変わります。
○料金：1 回 540 円

／

○場所：J-WORLD STORE 前 (J-WORLD 内)

※A 賞と D 賞は「納涼ガラポン 2017」と共通の景品です。

[B 賞]
やわらかストラップ
(全 12 種)

[C 賞]
マイクロファイバータオル
(全 12 種)

◆常設のミニゲームに描き下ろしイラストを使用した新景品が登場！

(景品は一例)

イベント期間中、常設のミニゲーム「マネージャーのお仕事」と「キセキのビンゴ」に描き下ろしイラストを使用した
新景品が登場します。

マネージャーのお仕事
カレー鍋をまぜて選手たちに
おいしいカレーを届けよう！
お玉を回して出てきたボール
の色に応じた景品を GET！
○料金：1 回 300 円
○場所：
「黒子のバスケエリア」
(J-WORLD 内)

五角形缶バッジ (全 12 種)

キセキのビンゴ
ボールを使って、ビンゴを完成
させよう！
ミニクッションストラップ
(全 6 種)

○料金：1 回 200 円
○場所：「J-CARNIVAL」
(J-WORLD 内)

お面
(全 3 種)
描き下ろしイラストで黒子、緑間、高尾がつけているお面です！
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◆オリジナルフード＆デザートが全 8 種登場

誠凛高校、黒子と火神の夏祭りセット
(700 円)

青峰大輝の金魚すくい抹茶羹
(680 円)

桃井さつきの夏祭り白桃羹
(680 円)

大食いの火神をイメージし、ボリューム満点の
牛ホルモン焼きうどんにねぎま焼鳥串をのせ
ました。さくらんぼ入りのブルーハワイゼリー
がセットになっています。

涼しげな小豆入りの抹茶羹です。
チョコで作った金魚、ポイ、すくい皿を添えま
した。

桃井のイメージカラーの“ピンク色”の白桃羹
です。チョコで作った髪飾りの花、わたあめ、
りんごあめを添えました。

[販売期間：7/22～8/4]

[販売期間：7/22～8/4]

黄瀬と笠松の型抜き大判焼き
(カスタード・あんこ)
(700 円)

洛山高校、赤司と黛の夏祭りセット
(680 円)

[販売期間：7/22～8/4]

陽泉高校、紫原と氷室の夏祭りセット
(680 円)
紫原が食べているフランクフルト&ポテトチッ
プスと、氷室の好物“ピクルス”を添えたお好
み焼きのセットです。
[販売期間：8/5～8/18]

あんことカスタードの大判焼きセットです。
チョコで作った提灯と型抜きを添えました。
[販売期間：8/5～8/18]

緑間真太郎のお祭りプレート
(ミニたいやき＆抹茶水羊羹)
(680 円)

高尾和成のお祭りプレート
(ミニたいやき＆芋水羊羹)
(680 円)

たい焼きと抹茶水羊羹のセットです。
チョコで作ったうちわと、緑間が頭につけてい
るカエルのお面を添えました。

たい焼きと芋水羊羹のセットです。
チョコで作った水風船と、高尾が頭につけてい
るクマのお面を添えました。

[販売期間：8/19～8/31]

[販売期間：8/19～8/31]

◆オリジナルグッズが登場

出し汁がついた明石焼きに、
黛が持っているラムネドリンクをセットにし
たメニューです。
[販売期間：8/19～8/31]

(一例)

○販売場所：J-WORLD STORE (J-WORLD 内グッズショップ)

A4 クリアファイル 2 枚セット
[全 3 種]
(各 756 円)

手ぬぐい [全 3 種] (各 1,080 円)
©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会

※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。

添付資料(3/3)

黒子の夏祭り 2017 in J-WORLD TOKYO

◆オリジナルグッズが登場

(一例)

○販売場所：J-WORLD STORE (J-WORLD 内グッズショップ)

丸型クッション [全 6 種]
(各 1,980 円)
※店頭での受注販売

アクリルジオラマ [全 1 種]

(864 円)

アクリルチャーム [全 12 種]

※台座と背景のセットです。

(1 個 540 円)

※ブラインドパッケージ仕様

“アクリルジオラマ”には“アクリ
ルチャーム”を飾ることができます。

◆型抜きに挑戦して「オリジナルメンコ」をもらおう！
夏祭り屋台の定番“型抜き”に挑戦しよう！挑戦した方には、オリジナルのメンコをプレゼントします。
○料金：1 回 200 円
○場所：J-WORLD KITCHEN (J-WORLD 内)

／

営業時間：13：00～20：00

オリジナルメンコ (全 6 種) ※ランダムでお渡し

◆花火大会の日に浴衣を着てミニゲームで遊ぶと「オリジナルメンコ」をプレゼント！
都内で花火大会が開催される下記の日程に限り、浴衣でミニゲームを遊んでくれた方に、お 1 人様 1 日 1 枚限定でオリ
ジナルメンコをプレゼントします。
【キャンペーン実施日】
2017 年 7 月 22 日(土)、7 月 25 日(火)、7 月 29 日(土)、8 月 1 日(火)、8 月 5 日(土)、8 月 20 日(日)
【対象ミニゲーム】
「納涼ガラポン 2017」または「キセキのボールすくい」
※当キャンペーンは、浴衣を着用されたご本人様のみが対象となります。
※上記日程以外は花火大会開催日であってもキャンペーンの対象になりません。
※花火大会の中止・延期に関わらず、キャンペーン実施日の変更はございません。
※オリジナルメンコがなくなり次第、こちらのキャンペーンは終了となります。
※メンコをお渡しの際に入園券もしくはパスポートにご利用済印を押させていただきます。

オリジナルメンコ
(全 1 種)
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