2018年7月6日
報道関係各位

三菱地所リテールマネジメント株式会社

ジャンプの人気キャラクターが大集合した特設フォトスポットがお台場に登場！
ここでしか手に入らない限定グッズやアトラクションゲームなど盛りだくさん！

「期間限定JUMP SHOPお台場店2018」
日程：2018年7月13日（金）～9月2日（日）
場所：アクアシティお台場 3F アクアアリーナ

同期間中、話題のアニメ「BANANA FISH」の世界観を味わえるイベント
「BANANA FISH Summer Exhibition」も開催！
新たに「ドローン ザ ワールド」「NORTHSHORE CAFE&DINING」がオープン！
アクアシティお台場（東京都港区／運営：三菱地所リテールマネジメント株式会社）は、夏休みのイベント
と して、「期間限定JUMP SHOPお台場店2018」、「BANANA FISH Summer Exhibition」を2018年7月13日(金)
～9月2日（日）に開催します。

「期間限定JUMP SHOPお台場店2018」
メインビジュアル

TV アニメ「BANANA FISH」
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©吉田秋生・小学館／Project BANANA FISH

集英社オフィシャルジャンプキャラクターグッズショップの「期間限定JUMP SHOPお台場店」は、毎年夏に
開催しており、2017年は期間中に述べ約2万人を超えるお客様にご来場いただいた人気のイベントです。
今回は、「期間限定JUMP SHOPお台場店2018」でしか手に入らない会場限定グッズの販売や、毎日異なる
ジャンプ作品のキャラクターのステッカーがもらえる『365日ステッカープレゼント』、ジャンプの人気キャラクターが
大集合した特設フォトスポットなど盛りだくさんの内容となっております。さらに、8月3日（金）に劇場版が公開
されるTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』の世界観を体感できるアトラクションゲームが登場します。
また同期間中、アクアシティお台場1Fシネマアトリウムと、4Fノイタミナショップ＆カフェシアターにて、7月より
放送するアニメ『BANANA FISH』とのコラボイベント「BANANA FISH Summer Exhibition」を開催。原作の世界観を
味わうことができる展示やコラボメニューを楽しめる他、オリジナルグッズも販売します。
そのほか、7月21日（土）にはドローンの操縦から機体の購入まで全てが揃う「ドローン ザ ワールド」が、8月
1日（水）には人気のカフェ&ダイニング「NORTHSHORE CAFE&DINING」がオープン。
新店オープンも控え、ますます盛り上がるアクアシティお台場で心踊る特別な夏休みをお過ごしください。
本件に関する報道関係の方のお問合せ先
アクアシティお台場ＰＲ事務局（オズマピーアール内）：荒川、小出、伊藤
TEL 03-4531-0206 FAX 03-3265-5267
三菱地所リテールマネジメント株式会社 アクアシティお台場マネジメントオフィス 木下、石川
TEL 03-3528-4151 FAX 03-3528-4152
一般の方のお問合せ先： インフォメーション 03-3599-4700

◎

「期間限定JUMP SHOPお台場店2018」

「週刊少年ジャンプ」をはじめとするジャンプキャラクターグッズの期間限定ショップ。大人気漫画『ONE PIECE』や
今夏劇場版が公開となる『僕のヒーローアカデミア』、その他にも『ハイキュー!!』、『銀魂』 など、多数のグッズを
取りそろえています。
日 程： 2018年7月13日（金）～9月2日（日）
場 所： アクアシティお台場 3F アクアアリーナ
入場料： 無料 ※商品購入およびアトラクションゲームは実費
一般の方のお問い合わせ先：080-4098-6523（期間中のみ）

●「期間限定JUMP SHOPお台場店2018」限定商品
「期間限定JUMP SHOPお台場店2018」でしか手に入らない限定商品が登場します。

『僕のヒーローアカデミア』 轟 半冷スナック
410 円（税込）
©堀越耕平/集英社・
僕のヒーローアカデミア製作委員会

『僕のヒーローアカデミア』ミントタブレット
各 648 円（税込）
全 11 種
©堀越耕平/集英社・
僕のヒーローアカデミア製作委員会

『ONE PIECE』手ぬぐい ゴムゴムの実
810 円（税込）
©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・
東映アニメーション

●「365日ステッカープレゼント」
JUMP SHOP常設店舗の人気企画を今年も実施！「期間限定JUMP SHOPお台場店2018」
開催期間中、商品を税込500円以上お買い上げ(ゲーム機・ガシャポンは除く)のお客様
より毎日先着50名様に、日付が入ったキャラクターステッカーをプレゼントします。
※お一人様1日1回限り。
※お台場店では後日お渡しサービスは実施いたしません。
※ステッカーの絵柄はJUMP SHOP全店舗共通です。
©古舘春一 /集英社

©尾田栄一郎/集英社

ステッカーデザイン(イメージ)

●特設フォトスポット
・ジャンプキャラクター大集合
ジャンプ連載漫画の人気キャラクターたちが集合したフォトスポットが登場！まるで自分もキャラクターの1人に
なったかのような写真を撮影できます。（幅：約3.4m×高さ：2.4m）
・『ONE PIECE』モンキー・D・ルフィ、『僕のヒーローアカデミア』緑谷出久、『ハイキュー!!』日向翔陽
大人気漫画『ONE PIECE』の主人公、モンキー・D・ルフィや今夏劇場版公開の『僕のヒーローアカデミア』の
主人公・緑谷出久、『ハイキュー!!』の主人公である日向翔陽と記念撮影ができる、迫力のある、作品ファンにはたま
らないフォトスポットです。
・キャラクター身長計
「週刊少年ジャンプ」で連載中の人気キャラクターたちの身長を表示した撮影スポットが登場！
お気に入りのキャラクターと背くらべをするような写真が撮影できます。

●『僕のヒーローアカデミア』アトラクションゲーム
「期間限定JUMP SHOPお台場店2018」開催期間中にTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』の作中に登場する雄英
高校さながらの「体力テスト」や相澤先生による「相澤先生の出張“個性”診断」が体感できるゲームコーナーが
お台場に登場！『僕のヒーローアカデミア』の世界観を存分に味わうことができます。
日 程： 7月27日（金）～8月15日（水）
料 金： ・「体力テスト！！」 1回700円（税込）
・「相澤先生の出張“個性”診断」 1回300円（税込）

◎ 「BANANA FISH Summer Exhibition」
今年7月にTVアニメが放送開始する「BANANA FISH」のコラボイベントがアクアシティお台場
にやってきます！今回のコラボイベントでは、展示やコラボメニュー、グッズの販売、さらに
はアニメの先行上映会など盛りだくさんの内容になっています。
日 程： 2018年7月13日（金）～9月2日（日）
場 所： アクアシティお台場 Azone 4F ノイタミナショップ＆カフェシアター
Bzone 1F シネマアトリウム
入場料： 無料 ※商品購入は実費

●特設展示
1Fシネマアトリウムに「BANANA FISH」のアニメ・原作の特設展示スペースが登場します。
アニメの複製原画やキャラクター等身大パネル、原作イラスト集「ANGEL EYES」のパネル
などファンにはたまらない内容となっています。
場 所：アクアシティお台場 Bzone 1F シネマアトリウム

TV アニメ「BANANA FISH」
©吉田秋生・小学館／Project BANANA
FISH

●「BANANA FISH Summer Exhibition」グッズ＆コラボメニュー販売
「BANANA FISH Summer Exhibition」の描き下ろしイラストを使用したグッズやコラボメニューを販売します。
コラボイベント先行販売のグッズ、作品をイメージしたコラボメニューなど、「BANANA FISH」の世界観を存分に
味わうことができます。さらに8月4日（土）～8月19日（日）の期間中は、主人公アッシュ・リンクスの誕生日を
記念した「アッシュバースデーキャンペーン」を開催！作中に登場したメニューやキャラクターをイメージした
メニューを提供いたします。対象メニューをご注文のお客様には、ここでしか手に入らないオリジナルノベルティ
をプレゼント！
場 所：アクアシティお台場 Azone 4F ノイタミナショップ＆カフェシアター

特設展示イメージ

アクリルアートスタンド
2,100 円（税別）

アッシュと英二のアメリカン和風ワッフル
1,100 円（税別）

●毎週末、最新話が楽しめる「先行上映会」
7月1日（日）より、毎週土曜・日曜に「BANANA FISH」の最新話を上映します。
放送よりも一足先に最新話を楽しめるだけでなく、上映会参加者限定のガラポンくじや、キャストサイン入り
パネルの当たる抽選会も実施します。
ガラポンくじ特 典： A賞「サイン入り色紙」
B賞「告知用ポスター」
C賞「オリジナル缶バッジ」 D賞「オリジナルしおり」
抽 選 特 典： 「キャストサイン入りパネル」1日1名様
場
所： アクアシティお台場 Azone 4F ノイタミナショップ＆カフェシアター

●スタンプラリー企画「迷子のアッシュを探せ！」
「BANANA FISH Summer Exhibition」開催期間中に、アクアシティお台場内5ヶ所を回るスタンプラリーを実施
します。各スタンプ台には、主人公アッシュ・リンクスを探すためのヒントが書かれており、謎解き感覚でスタンプ
ラリーを楽しめます。
用 紙 配 布 場 所： アクアシティお台場 Azone 4F ノイタミナショップ 及び
Bzone 1F シネマアトリウム
特 典 交 換 場 所： アクアシティお台場 Azone 4F ノイタミナショップ
交 換 方 法： 5 ヶ所のスタンプを押したスタンプラリー台紙を上記物販レジにて提示
ク リ ア 特 典： 主人公アッシュ・リンクスのイラストを使用した特製ステッカー
数
量： 10,000 枚(※無くなり次第終了)

●「BANANA FISH Summer Exhibition」特製ポストカードプレゼント
アクアシティお台場館内で１会計につき税込3,000円以上お買い物をされた方へ、描き下ろしイラストを使用した
特製ポストカードをプレゼントします。
対 象 店 舗： アクアシティお台場館内全店舗
交 換 場 所： アクアシティお台場 Azone 4F ノイタミナショップ
交 換 方 法： 対象レシートを上記物販レジにて交換(※当日のみ、後日対応なし)
数
量： 20,000 枚(※無くなり次第終了)

◎ 新規店舗オープン情報
ドローン ザ ワールド
ドローンの操縦から機体の購入まで全てが揃うドローン ザ ワールドが
東京初のSC常設店としてお台場にオープン。体験ブースでは実際に
ドローンと触れ合える他、より細かい操縦方法を指導するドローン
スクールも開講します。
オープン日：
営 業 時 間：
場
所：
T
E
L：

2018年7月21日（土）
11:00～21:00
アクアシティお台場 5F
03-6362-0888

「ドローン ザ ワールド」 イメージ

「NORTHSHORE CAFE&DINING」
関西や四国を中心に展開するノースショアカフェ＆ダイニングが東京初
進出！鮮度抜群の食材を使い、健康と美味しさにこだわった料理を
提供します。ランチタイムは野菜や果物の色鮮やかさに心が弾む
サンドイッチやパンケーキをメインに、ディナータイムはカジュアルに
お酒を楽しみながら野菜やお肉、魚介類を使った料理も堪能できます。
オープン日：
営 業 時 間：
場
所：
T
E
L：

2018年8月1日（水）
11:00～23:00(ラストオーダー22:00)
アクアシティお台場 6F
03-5579-6447

「NORTHSHORE CAFE&DINING」 イメージ

◎ リニューアルオープン情報
シズラー
長きにわたりお客様に支持されているサラダバー&グリルレストラン「シズラー」
がリニューアルオープン。カリフォルニアスタイルのフレンドリー且つアット
ホームなサービスはそのままに、ウッドとグリーンを基調とし、さらに心地良く
開放的な雰囲気にリニューアル。引き続き人気のフレッシュなデリサラダ、
スープ、フルーツ、パスタ、タコス、デザート、ドリンクなど70種類以上のサラダ
バーメニューとステーキやチキン、シーフードなど、厳選した素材の美味しさを
活かしたグリル料理が楽しめます。
リニューアルオープン日： 2018年7月13日(金)
営 業 時 間： 11:00～23:00（ラストオーダー22:00）
場
所： アクアシティお台場 5F
T
E
L： 03-3599-4534

「シズラー」 イメージ

