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今年のテーマは“ホーンテッドハウス”！
J-WORLD でしか体験できないハロウィンをモチーフにした「黒子のバスケ」のイベント！

黒子のバスケ 黒子のハロウィン 2017 in J-WORLD TOKYO
2017 年 9 月 30 日（土）～11 月 3 日（金・祝）
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、
“ハロウィン”をテーマにした期間限定イベント「黒子のバスケ 黒子のハロウィン 2017 in J-WORLD TOKYO」を、2017
年 9 月 30 日(土)から 11 月 3 日(金・祝)まで開催します。
本イベントのテーマは“ホーンテッドハウス”。音楽室や書斎、庭な
ど、洋館にいるキャラクターたちをイメージした描き下ろしイラストが
登場します。さらに、J-WORLD オリジナル景品がもれなくもらえる期間
限定ミニゲームや、ハロウィンをモチーフにしたオリジナルフード＆デ
ザートなどをお楽しみいただけます。
※詳細は 2 枚目以降

《イベント概要》
■期間限定ミニゲーム「ろうそくくじ」が登場
■園内回遊ラリーゲーム「消えたティーカップを探せ！」

■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
■お菓子がもらえる“TRICK OR TREAT”スペシャルグリーティングを実施

《J-WORLD でしか体験できないハロウィンをモチーフにした「黒子のバスケ」のイベント！》
オリジナルフード＆デザート(全 7 種) 一例

描き下ろしイラスト

黒子と火神とテツヤ 2 号の
ホーンテッドハウスへようこそ
ケーキ (ブルーベリーケーキ)
(720 円)
ブルーベリーケーキに、ポルター
ガイストをイメージした燭台や
黒電話、ツボをチョコで作って飾
りました。チョコでできた扉と 2
号がくわえているカギを飾り、黒
子と火神と 2 号がホーンテッドハ
ウスに招き入れる様子を表現し
ました。
[販売期間：9/30～11/3]

“ホーンテッドハウス”をテーマにした描き下ろしイラ
スト。ミニゲームの景品やオリジナルグッズなどで登場
します。

「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。
©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会
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黒子のバスケ 黒子のハロウィン 2017 in J-WORLD TOKYO

◆“ホーンテッドハウス”をテーマにした描き下ろしイラストが登場！

◆期間限定ミニゲーム「ろうそくくじ」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「ろうそくくじ」
台に並べられたろうそくから好きなものを選ぼう！ろうそくの底の色に応じて景品をゲット！
○料金：1 回 540 円

／

○場所：J-WORLD STORE 前 (J-WORLD 内)

[A 賞]
ランチョンマット
(全 7 種)

[C 賞]
ミニレターセット
(全 13 種)

[B 賞]
ワッペンバッジ (全 13 種)

[D 賞]
44mm 缶バッジ (全 13 種)

◆園内回遊ラリーゲーム「消えたティーカップを探せ！」 (景品は一例)
黒子がみんなをもてなそうと思って準備していたティーカップを、
花宮が J-WORLD 内に隠してしまった！！
受付で指定されたキャラクターのティーカップを探し出そう！

○参加料金：1 回 320 円
○受付場所：J-CARNIVAL (J-WORLD 内)
プレートタグ (全 14 種)
※ランダムでお渡し
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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

キセキのビンゴ

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！

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)

○料金：1 回 300 円
○場所：「黒子のバスケエリア」
(J-WORLD 内)

[新景品]

[新景品]
ダイカットボードバッジ
(全 13 種)

アイコン型缶バッジ (全 13 種)

◆オリジナルフード＆デザートが全 7 種登場

(一例)

緑間と高尾のおばけのコンサートケーキ
(レアチーズケーキ)
(720 円)

黄瀬と笠松のハロウィンナイトケーキ
(オペラケーキ)
(720 円)

白いレアチーズケーキとチョコでピアノの鍵
盤をイメージしました。チョコで作ったバイ
オリンを添えました。

オペラケーキに、チョコで作った月、
コウモリ、猫、枯れ木、火の玉を飾りま
した。

[販売期間：9/30～10/15]

[新景品]
ポストカード
(全 7 種)

[販売期間：10/16～11/3]

赤司と黛のハロウィン限定 かぼちゃ、野菜、
ポーチドエッグのペンネアラビアータ
(オリジナルアップルジュース付)
(960 円)
かぼちゃをメインに、彩り野菜とポーチドエッグ
をトッピングしたペンネアラビアータです。黛の
愛読する「時計仕掛けの林檎と蜂蜜と妹」モチー
フのハチミツレモンゼリー入オリジナルアップ
ルジュースがセットになっています。
[販売期間：9/30～10/11]

紫原と氷室のハロウィン限定
バラエティーサンド＆紅茶のセット
(960 円)

青峰と今吉のハロウィン限定
うなぎ蒲焼＆照焼ハンバーグ秋味膳
(味噌汁付)
(960 円)

かぼちゃを練りこんで焼き上げた山型パン
に、紫キャベツ、カボチャサラダ、ピクルス
などを挟み、ケーキ風にアレンジした今川焼
きとプチチョコケーキを添えました。
ホットの紅茶がセットになっています。

今吉の好物うなぎの蒲焼と、青峰の好物の照
焼きソースハンバーグに、かぼちゃの天ぷら
や秋に美味しいサツマイモ天ぷらを盛り合
わせたハロウィン限定のお弁当です。

[販売期間：10/12～10/23]

[販売期間：10/24～11/3]
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花宮のハロウィン限定
アイスカフェチョコラータ
(620 円)
花宮の好物である“100％カカオチョコレート”
をイメージしたチョコレートドリンクです。
ミニスティックチョコとシルクハット型の最中
を添えました。
[販売期間：10/24～11/3]

添付資料(3/3)

黒子のバスケ 黒子のハロウィン 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)

クリアファイル
(全 1 種／378 円)

トラベルモチーフトートバッグ
(全 1 種／3,024 円)

スーツピン
(全 13 種／各 1,944 円)

クッション
(全 7 種／各 1,980 円)

アクリルキーホルダー
(全 7 種／各 864 円)

“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。
アクリルチャーム A (7 種／1 個 540 円)
アクリルチャーム B (6 種／1 個 540 円)

アクリルジオラマ
(全 3 種／各 864 円)

※ブラインドパッケージ仕様

◆お菓子がもらえる“TRICK OR TREAT”スペシャルグリーティングを実施
J-WORLD 園内で実施する黒子と赤司のグリーティング時に
「Trick or Treat」と声をかけるとその場でお菓子をプレゼント！

○実施日
・2017 年 10 月 22 日(日) 16 時～
・2017 年 10 月 29 日(日) 16 時～

赤司征十郎
黒子テツヤ

※実施時間は後日 J-WORLD 公式サイトでお知らせします。

▲黒子テツヤ

「黒子のバスケ J-WORLD Collection」に“紫原 敦”が登場！
「黒子のバスケ」のキャラクターにスポットをあてたイベント「黒子のバスケ J-WORLD Collection」に、
“紫原 敦”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景品が登場するほか、期間限
定フードメニューが楽しめる！
◆黒子のバスケ J-WORLD Collection Ver. Atsushi Murasakibara 2017
・開催期間：2017 年 9 月 22 日(金)～10 月 15 日(日)
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▲赤司征十郎

