
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)は、訪日

外国人の方に限定販売するセット券「J-WORLD TOKYO ENJOY＋ SET」、全てのお客様を対象に 17 時以降アトラクショ

ンが遊び放題となる「ナイトパスポート」を 2015 年 9 月 1 日(火)～10 月 31 日(土)まで期間限定で販売します。 

 
「J-WORLD TOKYO ENJOY＋ SET」（ジェイワールド エンジョイプラスセット）※訪日外国人のお客様限定 

「J-WORLD TOKYO」は 2013 年 7 月のオープン以来、多くの外国人のお客様に訪れていただいており、海外でも人気の

ある『ジャンプ』作品の世界観で遊べる世界初のテーマパークとして、アジア、ヨーロッパをはじめとした世界各国の方々

から高い関心を持っていただいております。「J-WORLD TOKYO ENJOY＋ SET」は、海外からご来園のお客様に観光の合

間の短い時間でもお楽しみいただけるよう、期間限定のお得なチケットとして販売します。 

 

●販売期間：2015 年 9 月 1 日(火) ～ 10 月 31 日(土) 

●価 格：大人 1,900 円／子ども(4 歳～15 歳)1,700 円 ●販売場所：J-WORLD TOKYO チケット販売窓口 

※お買い求めの際は国籍が日本以外であることを証明できるもの(パスポート、ビザなど)をご提示ください。 

※20 時までの販売となります。 

【チケット内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 時以降、アトラクションが遊び放題！「ナイトパスポート」 ※全てのお客様対象 

 秋の夜長に合わせ、夜間のお得なパスポートとして期間限定で販売いたします。17 時～22 時（最終入園は 21 時）ま

での約 5 時間、全 6 種のアトラクションが遊び放題となるパスポートチケットです。 

 

●販売期間：2015 年 9 月 1 日(火) ～ 10 月 31 日(土) ※17 時より販売します。 

●価 格：大人 1,800 円／子ども(4 歳～中学生)1,600 円 ●販売場所：J-WORLD TOKYO チケット販売窓口 

※1 日パスポート価格は大人 2,600 円／子ども(4 歳～中学生)2,400 円 

 

 

※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。 
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『ジャンプ』作品大集合のテーマパーク「J-WORLD TOKYO」に 

インバウンド向けを含む、お得な新チケット 2種が期間限定で登場！ 
2015年 9月 1日（火）～10月 31日（土） 

入園券 アトラクション利用券 

(1 回分) 

フード利用券 

＋ ＋ 

さらに！！ 

J-WORLD TOKYO“プレミアムメダル”を 3 枚プレゼント！ 

（絵柄はランダムでのお渡しとなります） 
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※アトラクションの詳細は 2 枚目 

当チケット専用メ

ニューとなる『ナル

トの一楽ラーメン

“ライト”だってば

よ！（醤油）』とお

引き換えします。 

お好きなアトラクションを 1 回

ご利用いただけます。 

【絵柄一例】 

※単品での販売はございません。 

http://www.namco.co.jp/


「J-WORLD TOKYO」にインバウンド向けを含む、お得な新チケット 2種が期間限定で登場！ 添付資料(1/1) 
 

《J-WORLD TOKYO で楽しめる 6 つのアトラクション》 

「パスポート」、「ナイトパスポート」で遊び放題！当日中は何度でもご利用いただけます。 

「J-WORLD TOKYO ENJOY＋ SET」のアトラクション利用券でもお好きなアトラクションを 1 回ご利用いただけます。 

 
※9 月 27 日(日)までは、期間限定アトラクション「フリーザ軍からの“なぞ挑戦”！地球爆発の危機を救え！！」、「激コワ！忍界お化け屋敷！！」

もパスポート、ナイトパスポートで遊び放題、「J-WORLD TOKYO ENJOY＋ SET」のアトラクション利用券でも 1 回ご利用いただけます。 

※「J-WORLD TOKYO ENJOY＋ SET」のアトラクション利用券は料金 800 円のアトラクションが対象ですが、「シロモクバのカイテンモクバ」

（料金 400 円）もご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J-WORLD TOKYO では上記アトラクションの他、ミニアトラクションやフォトスポットが楽しめる期間限定エリアとして

「銀魂エリア」、「黒子のバスケエリア」、「ハイキュー!!エリア」があり、「J-CARNIVAL」エリアでは、「青の祓魔師」、「銀

魂」、「黒子のバスケ」、「こちら葛飾区亀有公園前派出所」、「新テニスの王子様」、「トリコ」、「ハイキュー!!」、「HUNTER × HUNTER」、

「BLEACH」の 9 つの作品のカーニバルゲームが楽しめます。 
 

※ミニアトラクション、カーニバルゲームは現金利用のみとなります。 

 

「J-WORLD TOKYO」施設概要 

施設名称 J-WORLD TOKYO（ジェイワールド東京） 施設面積 約 6,168 ㎡（1,866 坪） 

運営主体 株式会社ナムコ 特別協力 株式会社集英社 週刊少年ジャンプ編集部 

営業場所 〒170-8630 東京都豊島区東池袋 3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 3F 

入園料 大人（高校生以上）800 円 子供（4 歳以上中学生以下）600 円 4 歳未満無料 ※施設利用は別途料金が必要 

営業時間 10:00～22:00 ※最終入園は 21:00 まで 定休日 なし 

ソルジャードックアドベンチャー チョッパークエスト シロモクバのカイテンモクバ 

つかもうぜ！ドラゴンボール！！ はなとうぜ！かめはめ波！！ 激闘！忍界大戦絵巻！！ 

360°水平回転する乗物に乗り込み、

ONE PIECE の世界を体感！ 

スクリーンに映し出される映像と回

転する乗物で迫力満点の大冒険！ 

 

●場所：ONE PIECE エリア 

●料金：800 円 ※パスポート利用可 

チョッパーと一緒に ONE PIECE エリ

アを大冒険！チョッパーと力を合わ

せて 7 つの試練をクリアしてルフィ

を治す薬を GET しよう！ 

 

●場所：ONE PIECE エリア 

●料金：800 円 ※パスポート利用可 

ONE PIECE のキャラクターをモチー

フにデザインされたモクバに乗って

回転中は“ソウルキング”ブルックの

ライブで盛り上がろう！ 

 

●場所：ONE PIECE エリア 

●料金：400 円 ※パスポート利用可 

『ドラゴンレーダー ver.J』を持って

敵の基地に潜入。数々の試練を乗り越

え、7 つのドラゴンボールを集めて神

龍を呼び出して地球を救おう！ 

 

●場所：DRAGON BALL エリア 

●料金：800 円 ※パスポート利用可 

悟空と一緒に、必殺技「かめはめ波」

を放つ 3D 体感アトラクション。 

悟空が教えてくれた通りに構えれば

迫力の「かめはめ波」が放てる！ 

 

●場所：DRAGON BALL エリア 

●料金：800 円 ※パスポート利用可 

ナルトたちと一緒に、無線機から聞こ

える味方からの指示に従って最前線

を目指す、ボイスナビ付きウォークス

ルーアトラクション。 

 

●場所：NARUTO エリア 

●料金：800 円 ※パスポート利用可 
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