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J-WORLD オリジナルの練習着を着た描き下ろしイラストが登場！
なつれん

「黒子の夏練 in J-WORLD TOKYO」 開催！
2016 年 6 月 13 日（月）～8 月 31 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)では、「黒子のバ
スケ」のキャラクターが練習に励む姿の描き下ろしイラストを使用
した景品やグッズが登場するイベント『黒子の夏練 in J-WORLD
TOKYO』を、2016 年 6 月 13 日(月)から 8 月 31 日(水)まで開催し
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 3000 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、主人公だけではなくライバル校の選手も
含め魅力的なキャラクターも人気で、幅広い層から支持を得ていま
す。
劇場版プロジェクトとして、2016 年にはウインターカップ総集
編 3 作のイベント上映。さらに、2017 年には完全新作映画が公開
予定となっています。
《イベント概要》
■J-WORLD TOKYO 限定の描き下ろしイラストが登場

J-WORLD 限定描き下ろしイラストを使用した
景品やグッズが登場！

試合に向けて練習に励むキャラクターの描き下ろしイラスト
がミニゲームの景品やオリジナルグッズになって登場！

■2 つの期間限定ミニゲームが登場
＊決めろ、キセキのシュート！
＊スポーツドリンクデリバリー

■常設のミニアトラクション、カーニバルゲームに新景品
が登場
ミニアトラクション『マネージャーのお仕事』と、カーニバル
ゲーム『キセキのビンゴ』に新景品が登場！

【スポーツドリンクデリバリー 景品】

【オリジナルグッズ】

マルチクロス
(全 2 種)

アクリルキーホルダー
(全 7 種／各 864 円)

期間限定フード

■オリジナルグッズ販売

一例

描き下ろしイラストを使用したグッズが登場！

■期間限定フードメニュー
オリジナルの夏らしい涼しげなフードやデザートが登場！

※詳細は 2 枚目
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◆2 つの期間限定ミニゲームが登場！
このイベントでしか手に入らない、描き下ろしイラストを使用した景品が登場します。

決めろ、キセキのシュート！

【景品一例】

離れた場所からシュートを決めよう！
見事シュートを決められるか！？
○料金：1 回 320 円
○場所：J-WORLD KITCHEN (J-WORLD 内)
○期間：2016 年 6 月 13 日(月)～8 月 31 日(水)
○時間：10：00 ～ 20：00

56mm 缶バッジ(全 7 種)
※『大成功賞(5 点以上)』の場合は 2 個、
『成功賞(3～4 点)』の場合は 1 個
お選びいただけます。

《遊び方》
決められたラインからボールを投げ、合計得点に応じた景品を
GET！1 回の参加につき 2 回の投球が可能です。
さらに、1 日に数回のみ“ゾーンタイム”が発生！
“ゾーンタイム”に利用すると、1 回の参加で 3 投挑戦が可能に！
※“ゾーンタイム”の発生時間は J-WORLD 公式 Twitter でお知ら
せします。

スポーツドリンクデリバリー

ステッカー(全 12 種)
※『参加賞(0～2 点)』の場合に 1 枚ランダムでお渡しいたします。

【景品一例】

練習に励む選手たちにスポーツドリンクを差し入れ
しよう！
クーラーボックスから選んだボトルの裏の色によって、
もらえる景品が変わります。
○料金：1 回 430 円
○場所：J-WORLD STORE 前 (J-WORLD 内)
○期間：2016 年 6 月 13 日(月)～8 月 31 日(水)
○時間：10：00 ～ 20：00

マルチクロス
(全 2 種)

アクリルキーホルダー
(全 7 種)

ダイカットポストカード
(全 7 種)

A4 クリアポスター
(全 7 種)

44mm 缶バッジ
(全 8 種)

◆常設のミニアトラクション、カーニバルゲームに新景品が追加！
期間中、J-WORLD TOKYO 内「黒子のバスケエリア」のミニアトラクション「マネージャーのお仕事」と、J-CARNIVAL
にあるカーニバルゲーム「キセキのビンゴ」に描き下ろしイラストを使用した景品が追加されます。

「マネージャーのお仕事」

【新景品一例】

洗濯物の中からユニフォームを取り出し、
その柄に応じた景品がもらえるミニアト
ラクション。
○料金：1 回 300 円
○場所：黒子のバスケエリア (J-WORLD 内)
アクリルストラップ
(全 7 種)

「キセキのビンゴ」

56mm 缶バッジ
(全 7 種)

【新景品一例】

９つ並んだバスケットゴールにボールを
シュートして、ビンゴを完成させるカー
ニバルゲーム。
○料金：1 回 200 円
○場所：J-CARNIVAL (J-WORLD 内)
100mm 缶バッジ
(全 7 種)

ステッカー
(全 7 種) ※ランダム
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◆J-WORLD 限定グッズが登場！！
○販売期間：開催期間中順次発売 ※詳細は J-WORLD TOKYO 公式サイトでお知らせします。
○販売場所：J-WORLD STORE (J-WORLD TOKYO 内グッズショップ)
【グッズ一例】

アクリルキーホルダー／全 7 種
(各 864 円)

アクリルキーホルダー[大]／全 7 種

スクエア缶バッジ／全 7 種
(1 個 378 円) ※ブラインドパッケージ仕様

A4 クリアファイル／全 7 種

(各 1,598 円)

(各 378 円)

◆期間限定フードメニュー登場！！(一例)

火神がパッと作った大盛野菜炒め定食

黒子の練習終わりの海ゼリー

(980 円)
作中で火神が作っていた野菜炒めを J-WORLD
風にアレンジしました。ごはんと味噌汁、ポテ
トサラダ、漬物をセットにした定食です。
[販売期間：6/13～8/31]

(パンナコッタ+ブルーハワイパイナップルゼリー)

「夏はやっぱりこれっスね！」
黄瀬のサッパリ冷し中華

(780 円)

(930 円)

黒子の好物のバニラシェイクをパンナコッタで
表現し、水色のクラッシュゼリーで海をイメー
ジしました。パラソルやチョコでできた浮き輪、
フルーツを添えた、清涼感のある夏らしい一品
です。

夏の定番フード「冷し中華」です。きゅうり、
蒸し鶏をトッピングし、黄瀬のイメージにあわ
せて、イエローパプリカ、オニオンリング、レ
モンスライスを添えました。レモンの酸味の利
いたタレをかけてお召し上がりください。

[販売期間：6/13～8/31]

[販売期間：6/13～7/7]

お好きな絵柄を 1 枚お選びいただけます。

さらに、
夏らしいメニューも新登場！

＋

キセキのフローズンソフトフラッペ
[黒子・火神・黄瀬・緑間・青峰・紫原・赤司]
「黒子の夏練」オリジナルカップ付ドリンク (着せ替えスリーブ付)

(各 680 円)

(1,500 円)
「黒子の夏練」イベント期間限定のオリジナルタンブラーです。メインビジュアルを使用した
スリーブ付きオリジナルタンブラーに、スポーツドリンクを入れて提供します。
着せ替えスリーブは、お好きな絵柄を 1 枚お選びいただけます。

キャラクターをイメージしたシロップをかけ
た氷に、ソフトクリームと色あざやかなフルー
ツカクテル、歯ごたえのあるアーモンドチョコ
をトッピングしました。

[販売期間：6/13～8/31]

[販売期間：6/13～8/31]
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