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体育祭をイメージした描き下ろしイラストが登場する期間限定イベントを開催！

ハイキュー!! 烏野体育祭 in J-WORLD TOKYO
2017 年 6 月 5 日（月）～7 月 19 日（水）
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、体育祭をイメージした『ハ
イキュー!!』のイベント「ハイキュー!! 烏野体育祭 in J-WORLD TOKYO」
を、2017 年 6 月 5 日(月)から 7 月 19 日(水)まで開催します。
本イベントでは、体育祭をモチーフにした期間限定ミニゲームが登場し
ます。さらに、描き下ろしイラストを使用した新景品が既存のミニアトラ
クションに追加されるほか、全 10 種のフード＆デザートやオリジナルグ
ッズが登場します。
『ハイキュー!!』(著：古舘春一)は、「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連
載中の熱血青春バレーボール物語で、2014 年から 3 期にわたりテレビア
ニメ化された次世代王道スポーツ作品です。
今秋には、劇場版総集編として、
“青葉城西高校戦『ハイキュー!! 才能
とセンス』”と“白鳥沢学園高校戦『ハイキュー!! コンセプトの戦い』”の
2 作の公開が決定しました。

《イベント概要》

※詳細は 2 枚目以降

体育祭をイメージした描き下ろしイラスト

■体育祭をイメージした J-WORLD 限定描き下ろしイ
ラストが登場
■期間限定ミニゲーム「烏野体育祭」
■既存のミニアトラクションと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
■期間限定フード＆デザート(全 10 種)
■オリジナルグッズ
▼期間限定フード＆デザート

一例

日向の彩りおにぎり弁当 (820 円)
運動会に欠かせないお弁当が登場！
日向の好物 TKG(卵かけご飯)をおにぎりにアレンジしました。

こちらのイラストを使用したミニゲームの景品や
オリジナルグッズが登場します。

[販売期間：6/5～7/19]
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ハイキュー!! 烏野体育祭 in J-WORLD TOKYO

◆期間限定ミニゲーム「烏野体育祭」が登場
4 つの種目から好きな種目を 3 つ選び挑戦！獲得した得点によってもらえる景品が変わります。
○料金：1 回 320 円
○場所：「ハイキュー!!エリア」(J-WORLD 内)
【景品一例】

《遊び方》
＊「ハイキュー!!エリア」で受付し、参加用紙をもらおう！
＊4 つの種目から好きな種目を 3 つ選んで挑戦！
＊獲得した得点に応じた景品がもらえます。

マイクロファイバータオル (全 5 種)

《種目》 3 つ選んで挑戦！
①ランニングマシーン
制限時間内に進んだ距離に応じて得点をゲット！

②バランスマット
決められた時間までバランスディスクに乗っていることが
できれば成功！

③大玉転がし
制限時間内に転がした距離に応じて得点をゲット！

④借り物競争
「ハイキュー!!エリア」を飛び出して、J-WORLD 内にいるス
タッフから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成功！

イラストシート (全 9 種)

◆既存のミニアトラクションと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
J-WORLD 内「ハイキュー!!エリア」にある既存のミニアトラクション「売り切れ注意！坂ノ下商店アルバイト体験」と、
J-CARNIVAL にあるミニゲーム「ノヤっさんのローリングサンダーアゲイン!!」に新景品が追加されます。

売り切れ注意！坂ノ下商店アルバイト体験

【新景品一例】

肉まんの品だしを手伝おう！
選んだ肉まんに描かれた「☆」の色と数に応じて、
オリジナル景品がもらえるミニアトラクション。
アクリルストラップ
(全 5 種)

○料金：1 回 300 円
○場所：「ハイキュー!!エリア」(J-WORLD 内)

56mm 缶バッジ
(全 10 種)

ノヤっさんのローリングサンダーアゲイン!!

イラストシート
(全 9 種)

【新景品一例】

ハンドルを回して西谷のパネルを動かし、
落ちてくるボールを受け止めよう！
見事受け止めることができれば成功だ！
○料金：1 回 200 円
○場所：「J-CARNIVAL」(J-WORLD 内)
ダブルチャーム(全 5 種)
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ハイキュー!! 烏野体育祭 in J-WORLD TOKYO

◆期間限定フード＆デザート／全 10 種

(一例)

※ケーキは持ち帰り可能です。

影山飛雄の体育祭ケーキ
(アップル＆ピーチケーキ)
(720 円)
ゴールに向かって走っている様子をイメージ
したケーキです。

ツッキーのサンドイッチバスケット
(820 円)
苺ジャムサンドとハムエッグサンドの
2 種類の味が楽しめます。

山口の体育祭のり弁当！
「いざというときの胃薬？付」
(820 円)
マカロニサラダや肉だんごなどが入ったのり
弁当です。胃薬風タブレット菓子付き。

[販売期間：6/5～7/19]

[販売期間：6/5～6/25]

[販売期間：6/5～6/25]

菅原孝支の二人三脚ケーキ
(ブルーベリーケーキ)
(720 円)
チョコで作った旗やメガホンなどを飾りつけ
た、体育祭らしい華やかなケーキです。

東峰 旭の二人三脚ケーキ
(マンゴーケーキ)
(720 円)
チョコで作ったボンボンや応援旗などを飾り
つけた、体育祭らしい華やかなケーキです。

大地さんの
ボリューム満点“おにぎらず”弁当
(820 円)
2 種類のおにぎらずと、ミニ皿うどんが入った
ボリューム満点のお弁当です。

[販売期間：6/5～6/25]

[販売期間：6/5～6/25]

[販売期間：6/26～7/19]

田中冴子のお手製、龍之介の“勝つ”弁当
(820 円)
とんかつと、桜でんぶで書いた「りゅう」の
文字がポイントです。

西谷 夕の NO.1 ケーキ
(サワーチェリーケーキ)
(720 円)
１等に輝いた西谷にふさわしい、
くす玉と大きな“１”がポイントです。

縁下 力の縁の下の力持ちケーキ
(キャラメルケーキ)
(720 円)
チョコで作った白線引きやコーンを飾り、体
育祭の準備をする縁下をイメージしました。

[販売期間：6/26～7/19]

[販売期間：6/26～7/19]

[販売期間：6/26～7/19]

◆オリジナルグッズ
○販売場所：J-WORLD STORE (J-WORLD 内グッズショップ)
【グッズ 一例】

つながるアクリルスタンド
[全 9 種]
T シャツ[全 1 種] (2,700 円)

(各 1,080 円)

長方形缶バッジ
[全 10 種]
(1 個 432 円)
※ブラインドパッケージ

マフラータオル[全 1 種]

(1,728 円)
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