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スポーツの秋を『黒子のバスケ』のキャラクターたちと一緒に満喫！

黒子のバスケ 帝光中体育祭 in J-WORLD TOKYO
2017 年 9 月 1 日（金）～11 月 2 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、“体
育祭”をテーマにした『黒子のバスケ』の期間限定イベント「黒子のバスケ 帝光中体育祭 in J-WORLD TOKYO」を、
2017 年 9 月 1 日(金)から 11 月 2 日(木)まで開催します。
本イベントには、体育祭に参加する中学 1 年生時代の黒子たちや、ア
メリカにいた頃の火神たちの描き下ろしイラストが登場します。さらに、
体を動かして様々な競技にチャレンジする期間限定ミニゲームや、体育
祭をモチーフにした期間限定オリジナルフード＆デザートなどを楽し
むことができます。

《イベント概要》
■3 つの期間限定ミニゲームが登場
・ミニゲーム「帝光中体育祭」
・ミニゲーム「借り物競走」
・ミニゲーム「台風の目ガラポン」
■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
■オリジナルフード＆デザート(全 7 種)
■オリジナルグッズ

※詳細は 2 枚目以降

持ち運びに便利な
J-WORLD オリジナルグッズが登場！！

体育祭をモチーフにした
オリジナルフード＆デザートが登場！！

保冷機能のついたランチトートや保冷剤など、
ランチタイムが楽しくなるグッズが登場！

※保冷機能付き

ランチトート [全 1 種]

(1,296 円)

保冷剤 [全 5 種]
(各 864 円)

▲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 3,000 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。
2016 年に始動した劇場版プロジェクトでは、テレビシリーズで描かれたウインターカップの激闘を 3 本の総集編としてイベント上映。
2017 年 3 月には、完全新作映画「劇場版 黒子のバスケ LAST GAME(ラストゲーム)」が公開されました。2017 年 9 月 27 日(水)に、
「劇
場版 黒子のバスケ LAST GAME(ラストゲーム)」の Blu-ray＆DVD が発売予定です。
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◆3 つの期間限定ミニゲームが登場！

(景品は一例)

J-WORLD オリジナル景品がもれなくもらえる期間限定ミニゲームが楽しめます。

ミニゲーム「帝光中体育祭」
身体を動かして、様々な競技にチャレンジ！期間によって競技が変わるので、得意な競技を選んで挑戦しよう。
○料金：1 回 430 円

／

○場所：J-STREET (J-WORLD 内)

▼競技一覧…好きな競技を選んで挑戦！
《前半期間：2017 年 9 月 1 日(金)～10 月 2 日(月) 》

《後半期間：2017 年 10 月 3 日(火)～11 月 2 日(木) 》

①ミノムシ競走
⇒麻袋に入ってゴールを目指せ！制限時間内にゴールできれ
ば成功！

①キャタピラー競走
⇒キャタピラーになりきって進め！制限時間内にゴールでき
れば成功！

②ポンポンフリフリゲーム
⇒ポンポンについているカウンターを指定数以上振ることが
できれば成功！

②おたま競走
⇒おたまの上に乗せたものを落とさずにゴールまで運ぶこと
ができれば成功！

▼景品…“成功”の方は「ガラポン」に挑戦できます！金色が出れば“大成功”にランクアップ！

[大成功賞]
75mm メタリック缶バッジ (全 9 種)

[成功賞]
75mm 缶バッジ (全 9 種)

[参加賞]
ポストカード (全 9 種)※ランダムでお渡し

ミニゲーム「借り物競走」
園内にある指定のアイテムを借りてこよう！指定されたアイテムを借りてくることができれば景品ゲット！
中にはスタッフに声を掛けないと手に入らないアイテムもあります。
○料金：1 回 200 円

／

○受付場所：J-STREET (J-WORLD 内)

ステッカー

(全 9 種) ※ランダムでお渡し

ミニゲーム「台風の目ガラポン」
体育祭の競技“台風の目”の様にガラポンを回そう！出た玉の色に応じた景品をゲット！
○料金：1 回 540 円

[A 賞]
トートバッグ (全 3 種)

／

○場所：J-STREET (J-WORLD 内)

[B 賞]
アクリルスタンド (全 11 種)

[C 賞]
クリアファイル＆ステッカーセット (全 11 種)
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[D 賞]
44mm 缶バッジ
(全 11 種)
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◆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)
アイコン型缶バッジ (全 11 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！
○料金：1 回 200 円
○場所：「J-CARNIVAL」
(J-WORLD 内)

75mm メタリック缶バッジ
(全 2 種)

◆オリジナルフード＆デザートが全 7 種登場

黒子テツヤの
帝光中体育祭のお昼時はいなり寿司弁当
(860 円)
黒子が入った麻袋に見立てたいなり寿司をメ
インに、玉子焼き・肉団子・ツナサラダを添
えました。黒子のプリントせんべいの下には
杏仁寒天が入っています。
[販売期間：9/1～9/21]

桃井さつきの
ガンバレ！チアリーダーケーキ
(アップル＆ピーチケーキ)
(720 円)
桃井にちなんだ桃のケーキをベースに、
チョコで作ったチア衣装とポンポンを
添えました。

赤司征十郎の必勝！応援団ケーキ
(白桃のムース)
(720 円)
白桃ムースをベースに、チョコで作った
応援旗や学ランを添えました。
[販売期間：9/1～9/21]

[販売期間：9/1～9/21]

緑間真太郎、紫原 敦の
帝光中体育祭のお昼時は鮭から(から揚げ)弁当
(900 円)

黄瀬涼太と青峰大輝の
体育祭リレーケーキ(りんごのシブースト)
(720 円)

帝光中時代に緑間と紫原が食べていた焼魚定食とから揚げ定食を
モチーフに、体育祭の昼食用のお弁当としてアレンジしました。
おかずにはアボカドコロッケや玉子焼きを添えています。

グラウンドをイメージしたシブーストに、
リレーにちなんだバトンや１等の旗のチョコ
を添えました。

[販売期間：9/22～10/12]

[販売期間：9/22～10/12]
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◆オリジナルフード＆デザートが全 7 種登場

虹村修造、灰崎祥吾の
帝光中体育祭のお昼時は炒飯弁当(から揚げ入り)
(860 円)

火神大我と氷室辰也の
ストリートバスケケーキ(ダブルベリーケーキ)
(720 円)

虹村の好物“炒飯”と、灰崎の好物“から揚げ”を盛り込んだお
弁当です。おかずに小松菜のお浸しやサンチュを添えています。

アメリカでストリートバスケを楽しむ火神と氷室をイメージ
したダブルベリーケーキです。
チョコで作ったバスケットゴールやボールを添えています。

[販売期間：10/13～11/2]

[販売期間：10/13～11/2]

◆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)

フェイスタオル [全 2 種]

(各 1,728 円)

リボンバンド [全 11 種]

(1 個 600 円)

※ブラインドパッケージ仕様

クッション [全 5 種]
(各 1,980 円 ※別途送料)
※店頭での受注販売

T シャツ [全 1 種] (2,700 円)
※サイズ：S／M／L

メタルチャーム [全 11 種]

(1 個 540 円)

※ブラインドパッケージ仕様

ランチボックス [全 1 種] (1,296 円)
※ゴムバンド付き
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