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J-WORLD だけで楽しめる『銀魂』の文化祭をモチーフにしたイベントがパワーアップ！
第２部は“文化祭本番”だァァァァア!!

銀魂 ３年Ｚ組銀八先生 銀魂高校文化祭 in J-WORLD TOKYO
○第２部：2017 年 10 月 7 日（土）～11 月 5 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)では、
現在文化祭をモチーフにした『銀魂』の期間限定イベント「銀魂 ３年Ｚ組銀八先生 銀魂高校文化祭 in J-WORLD
TOKYO」を、11 月 5 日(日)まで開催中です。
本イベントは 2 部構成となっており、10 月 7
日(土)からは“文化祭本番”をテーマにした第 2
部「高校の文化祭に出ている模擬店に美味さを求
めるな」がいよいよスタートします。
第 2 部では、引き続き J-WORLD オリジナル景
品がもれなくもらえるミニゲームや、オリジナル
フード＆デザートをお楽しみいただけるほか、描
き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ
や期間限定アトラクション「文化祭盗難事件捜査
本部」が登場します。
J-WORLD 内の「銀魂エリア」も“文化祭の準
備”から“文化祭本番”を表現した装飾に変更さ
れるなど、『銀魂』ならではの文化祭をお楽しみ
いただけるイベントです。

《第 2 部イベント概要》

オリジナルフード＆デザート

一例

■期間限定アトラクションが登場！
盗難事件の犯人を捜すラリーアトラクション「文化祭盗難事
件捜査本部」が登場します。

■期間限定ミニゲーム
J-WORLD オリジナル景品がもれなくもらえる「3 年 Z 組
ウィンナー入りあつあつたこやきくじ」が登場します。

■常設のミニゲーム「コロコロジャスタウェイ」に
新景品が登場！
■オリジナルフード＆デザートが登場
■オリジナルグッズ

[左] 新八のメガネトースト＆チョコバナナセット
(ぼくのメガネみかけませんでしたか？) (720 円)
※詳細は 2 枚目以降

[右] 土方のマヨ？キャラメルアイスカフェオレ

(620 円)

『銀魂』(著：空知英秋)は、「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中の人気 SF 時代劇コメディーで、2006 年にテレビアニメ化さ
れました。2017 年 10 月からは「ポロリ篇」の放送が決定しました。
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◆描き下ろしイラストがオリジナルグッズや景品になって登場！
J-WORLD 限定の描き下ろしイラストが、オリジナルグッズやミニゲームの景品などになって登場します。

◆期間限定アトラクション「文化祭盗難事件捜査本部」が登場！
文化祭盗難事件捜査本部
楽しい文化祭の最中に盗難事件が発生！？容疑者たちに聞き込みをして、犯人を探し出せ！
J-WORLD の各所にいる容疑者たちに聞き込みへ行こう！
聞き込みポイントに書かれた容疑者たちの証言を照らし合わせると犯人が浮かび上がる…！？
○料

金：1 回 500 円

○場

所：銀魂エリア (J-WORLD 内)

○期

間：10/7(土)～11/5(日)

○開催時間：平 日 13:00～21:30 (最終受付 21:00)
土日祝 10:00～21:30 (最終受付 21:00)
《コースは 3 つ！容疑者たちに聞き込みをして犯人を捜せ！》
①：黄金のバナナ盗難事件
⇒チョコバナナ屋台の目玉として準備していた黄金のバナナが盗まれた！
②：お妙のリコーダー盗難事件
⇒文化祭のステージで使う予定だったリコーダーが何者かによって盗まれた！
③：高級マヨネーズ盗難事件
⇒土方が大切にしていた高級マヨネーズが盗まれた！
【景品一例】

アクリルチャーム／全 6 種
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◆期間限定ミニゲーム「３年Ｚ組 ウィンナー入りあつあつたこやきくじ」
３年Ｚ組 ウィンナー入りあつあつたこやきくじ
鉄板の上に乗ったたこ焼きをひっくり返そう！
たこ焼きに書かれた結果に応じた景品がもらえます。
○料金：1 回 300 円
○場所：銀魂エリア (J-WORLD 内)
○期間：10/7(土)～11/5(日)
【新景品一例】

56mm 缶バッジ／全 6 種

文化祭実行委員会 出店許可証
(アクリルネックストラップ)／全 6 種

イラストシート／全 8 種
※ランダムでお渡し

◆常設のミニゲーム「コロコロジャスタウェイ」に新景品が登場！
J-CARNIVAL にあるミニゲーム「コロコロジャスタウェイ」に期間限定の新景品が登場します。
「コロコロジャスタウェイ」

【新景品 一例】

ジャスタウェイの頭をころがしてボディに
合体させるアルバイトに挑戦！
◆料金：1 回 200 円
◆場所：J-CARNIVAL (J-WORLD 内)

ミニガーランドキーホルダー／全 2 種

◆オリジナルフード＆デザートが登場

※一例

新八のメガネトースト＆チョコバナナセット
(ぼくのメガネみかけませんでしたか？)
(720 円)
新八のメガネをモチーフにしたメニューです。
メガネ型の黒パントーストにチョコソースをかけてお召し
上がりください。オリジナルチョコバナナがセットになっ
ています。

(販売期間：10/7～11/5)

神楽が(アホみたいに)作りすぎたたこ焼き
(3,000 円)
神楽が作りすぎたたこ焼きをイメージしたメニューです。
たこ焼きを 35 個積み上げてみました。
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◆オリジナルフード＆デザートが登場

※一例

(販売期間：10/7～11/5)

土方のマヨ？キャラメルアイスカフェオレ
(620 円)

マダオの黒焦げ焼鳥ごはんセット
(720 円)

マヨネーズ好きな土方にちなみ、カフェオレの上にはマヨネーズに
見立てたマンゴークリームを通常よりも多めに絞りました。キャラ
メルフレーバーシロップを加えた飲みやすいドリンクです。

マダオの屋台をイメージしたメニューです。
炭火風に焼いた焼鳥をメインに、白飯、味噌汁、漬物がセット
になっています。

◆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)

アクリルスタンド／全 6 種
(各 1,200 円)

缶バッジコレクション／全 8 種
(1 個 378 円)

ロングクッション／全 6 種
(各 2,700 円) ※店頭での受注販売

※ブラインドパッケージ仕様
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