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- INFORMATION- 

 

2017年 6月 22日 
CAセガジョイポリス株式会社 

夏休みの東京ジョイポリスで、「超大型コラボ」まもなく開催！ 

「進撃の巨人 attack on titan 
in JOYPOLIS- Season 2 -」 

等身大フィギュア、ステージショー、アトラクションなど！コラボの全容を公開！ 

CAセガジョイポリス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：吉本 武）が運営する東京・台場の屋内型テーマパ

ーク「東京ジョイポリス」は、2015年の夏に開催され、大好評を博したTVアニメ「進撃の巨人」とのコラボイベントを、さら

にパワーアップして2017年7月13日（木）から10月1日（日）まで、開催いたします。今回は開催間近となった超大型コラ

ボイベントの全容を公開。オリジナルグッズやフードはもちろん、ステージではスペシャルショーの上映、まるで立体機動装置

の感覚を味わえるアトラクションとのコラボなど、テーマパークならではの試みが目白押しです！ 

今回のイベントは、東京ジョイポリスにて
2015年の夏に開催され、大好評を博したコ
ラボイベント第2弾として開催されます。アト
ラクションとのコラボやコラボメニューの展
開など、夏休みの東京ジョイポリスが「進撃
の巨人」の世界観に染まります。 

『進撃の巨人』とは 

巨人がすべてを支配する世界で巨人との攻

防を描いた、講談社刊行『別冊少年マガジン』で

連載中の、累計発行部数6600万部を超えた大

人気少年漫画。2013年にはアニメ化され人気

を博し、劇場版の公開やゲーム化など、幅広い

メディアにて展開。2017年4月1日からは、 TV

アニメSeason 2も放映した。 

◆大迫力のスペシャルショーを開催！ 

館内のメインステージでは、スペシャルショーを開催！ 

一昨年、大好評を博したTVアニメSeason 1「キャラクター編」「ダイジェスト編」

を上映。さらに、8月5日(土)からは、Season 2も上映します。プロジェクションマ

ッピングや照明、レーザーを駆使した大迫力のショーをご覧ください。 

【場所】1st Floor メインステージ  

【料金】無料 ※入場料が別途必要です。 

◆まるで立体機動装置！絶叫ライドを体感！ 

デジタル演出の中、迫力ある回転技を駆使してスコアを競う「ハーフパイプ 

トーキョー」とのコラボを実施します。「心臓を捧げよ」を含む、「進撃の巨人」の

楽曲に合わせ、回転技を決めるスリルは、まるで立体機動装置。プレイ中には、

キャラクター4名の録り下ろしボイスも楽しめます。エルヴィン団長指揮のもと、

ジョイポリス外調査へと出発します。 

【場所】1st Floor ハーフパイプ トーキョー   

【料金】800円 ※パスポート利用可 

◆前回のリヴァイに続き、新作等身大フィギュア制作決定！ 

現在ツイッター上で、「#進撃のジョイポリ」「#プレキャン」を添えて予想を投稿、「等身大フィ

ギュアになるのは誰だ！？」プレゼントキャンペーンを開催中。 

等身大フィギュアになるキャラクターはイベント初日、7月13日に発表します。お楽しみに！ 

＜メインビジュアル＞ 

2015年イベント実施の様子 

2015年イベント時の装飾 

2015年制作リヴァイ等身大フィギュア 
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◆占いアトラクション「フォーチュンフォレスト」とのコラボ！ 

神秘的なルーン占いアトラクションとのコラボレーション 

を実施します。占いの結果用紙がイベント期間限定で 

「進撃の巨人」仕様のデザインになります。 

  【場所】3rd Floor フォーチュンフォレスト 

【料金】600円 ※パスポート利用可 

◆回遊型「ジョイポリ探検隊」とのコラボ！ 

回遊型の探検アトラクション

「ジョイポリ探検隊」とのコラボレ

ーションを実施します。クリアす

ると「進撃の巨人」仕様のオリジ

ナルフレームで記念撮影ができ

ます！ 

【場所】1st Floor ジョイポリ探検隊 

【料金】600円 ※パスポート利用可 

◆オリジナル景品をゲット！カーニバルゲームコーナーとコラボ 

「カーニバルゲームコーナー」とのコラボレーションも実施します。 

ゲームをクリアすると、東京ジョイポリス限定のオリジナル景品がもらえます。 

【場所】2nd Floor カーニバルゲームコーナー 

【料金】カーニバルコイン(1枚：300円) 

【景品】 ・参加賞：トランプ風ポストカード(全10種) （画像右上） 

・小当たり：エンブレム型ポストカード(全6種) （画像左下） 

・中当たり：マスキングテープ(全2種) （画像左上) 

・中当たり：連結アクリルチャーム（全15種）（画像右中） 

・大当たり：タンブラー(全2種)(画像右下) 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ＵＦＯキャッチャーコーナーを利用すると、オリジナル景品がもらえる！ 

UFOキャッチャーコーナーで、一度に500円投入すると、コラボ限定オリジナル 

缶バッジ（1種）がもらえます。（利用前にスタッフにお声掛けが必要です） 

【場所】 1st Floor プライズコーナー      

※占い結果用紙デザイン（全 2種）絵柄はお選びいただけません。 

※デザインはイメージです。 

「ジョイポリ探検隊」フレームイメージ 

いめーj 

【期間】左：7月 13日(木)～8月 6日(日) /中：8月 7日(月)～9月 3日(日)/右：9月 4日(月)～10月 1日(日) 

いめーj 
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◆東京ジョイポリスとのコラボ限定！オリジナルグッズの販売 

東京ジョイポリスでしか買えない、オリジナルグッズを販売します。キャラクターたちの描き下ろしイラストを使用したク

リアファイルやアクリルキーホルダーなど、バリエーション豊かにご用意します。さらに、エレン・リヴァイの等身大パネル

を10体限定で店頭販売します！ 

3,000円(税込)以上のお買い上げで兵団証風カードを1枚プレゼント。（全15種・絵柄はお選びいただけません） 

【場所】1st Floor JP STORE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A4クリアファイルセット（2種セット）1,000円（税込） 

トレーディングアクリルキーホルダー（全 15種）800円（税込） 

※ランダムに封入して販売のため絵柄はお選びいただけません。 

アクリルスタンドキーホルダー（全 4種）各 1,300円（税込） 

いめーj 名言ステッカー（全 4種）各 500円（税込） 

いめーj 

トートバッグ（全 1種）1,800円（税込） 

いめーj 

東京ジョイポリスを進撃してきましたラングドシャ（全 1種）880円（税込） 

巨人になったつもりスナック（全 1種）350円（税込） 

いめーj 

棒付きキャンディ（全 1種）540円（税込） 

いめーj 

缶入りキャンディ（全 3種）各 650円（税込） 

いめーj 

等身大パネル（全 2種）各 28,000円（税込） 

※エレン、リヴァイのみの販売です。 

※各キャラクター限定 10体のみで店頭販売します。 
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◆カラフルなドリンクにバースデーパフェ、サシャのおすすめメニューも販売！ 
「D-ラウンジ」では、カラフルなドリンクとサシャのおすすめメニューが登場！「サシャのおすすめベーコン串セット」。さ

らに、コラボ期間中に誕生日を迎えるサシャ、ライナー、ハンジをお祝いするバースデーパフェを販売。いずれも注文時

にステッカーを１枚プレゼントします。(全5種) 

【場所】2nd Floor D-ラウンジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆前回好評だったオムオムが復刻登場！さらに巨人をイメージした新メニューも！ 
「フレームカフェ」では、「進撃の巨人」の世界観をイメージしたメニューを販売。 

各メニュー注文時にノベルティのクリアコースターを1枚お付けします。（絵柄はお選びいただけません） 

【場所】3rd Floor フレームカフェ 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

缶バッジ（全 20種）300円（税込） 

※ランダムでの販売のため絵柄はお選びいただけません。 

※カプセルトイでの販売です。 

お会計 3,000円(税込)以上で兵団証風カード(全 15種)を 1枚プレゼント。全て集めると裏面がメインビジュアルに。 

※ランダムでお渡しのため絵柄はお選びいただけません。 

※缶バッジはカプセルトイでの販売のため、対象外です。 

リヴァイ兵士長の紅茶ラテ 
750円（税込） 

エレン・イェーガー 地下室の鍵ソーダ 
700円（税込） 

コラボフードのクリアコースターデザイン（全 12種） 
※絵柄はお選びいただけません。 

 
復刻！ジャンボ思い出のオムオム 

950円（税込） 

超大型巨人級シュータワー 
1,000円（税込） 

カラ―ドリンク(全 4種)各 500円（税込） 

フード、パフェステッカー（全 1種） サシャおすすめベーコン串セット７00円（税込） 

ドリンクステッカー（全 4種） 

誕生日当日限定バースデーパフェ(全 3種)各 550円（税込） 
【サシャ：7月 26日(水)、ライナー：8月 1日(火)、ハンジ：9月 5日(火)】 

壁の巨人級タコライス 
1,300円（税込） 
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◆東京ジョイポリス限定のノベルティ付きチケットを販売！ 

ノベルティパスケースが付いたイベント期間限定のチケットを販売します。 

アトラクション乗り放題のパスポート、アトラクション1回券、年間パスポート、 

それぞれにオリジナルデザインをご用意。 

【料金】 

・パスポート(入場＋アトラクション乗り放題 

+ノベルティ(パスケース)： 

大人4,900円 小中高生：3,900円 

  ・入場+アトラクション 1回券+ノベルティ(パスケース)： 

大人 2,500円 小中高生：2,200円 

・年間パスポート+ノベルティ(パスケース)： 

大人 13,000円 小中高生：10,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆コラボデジタルコンテンツが登場！ 

モニターの前に立つと、まるで自分が「進撃の巨人」の世界に入り込んだような感覚に。 

キャラクターたちが超大型巨人から守ってくれます。 

さらにエレン、リヴァイ、ミカサ、エルヴィンの録り下ろしオリジナルボイスが流れます。 

  【料金】無料 

 

◆ウェルカムボイス＆館内放送も！ 

エレン、リヴァイ、ミカサ、エルヴィンが、エントランスでのウェルカムボイス、 

そして館内放送にも登場！録り下ろしボイスはファン必聴です。 

◆その他、豪華賞品が当たるスタンプラリーや世界観を高める装飾！ 

館内のアトラクションやカーニバルゲームを利用して館内を周るスタンプラリーイベント、 

さらに、エントランスやステージ、ゲーム機など館内のあらゆる場所が「進撃の巨人」仕様の装飾に！ 

まるで「進撃の巨人」の世界に入り込んだような感覚になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間パスポートフレームデザイン 

 
年間パスポートノベルティ 

パスポートノベルティ 

アトラクション１回券ノベルティ 

マルチステージ装飾イメージ 

 

2015年イベント時エントランス装飾 
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◆コラボ期間中に誕生日を迎えるキャラクター3名を全力でお祝い、バースデー企画実施！ 

コラボ期間中に誕生日を迎えるサシャ(7月26日)、ライナー(8月1日)、ハンジ(9月5日)を祝う、 

バースデー企画を開催します！ 

① バースデーメッセージボードの設置 

バースデーボードを設置し、各キャラクターへのお祝いコメントを募集します。 

【書き込み期間】サシャ：7月22日（土）～30日（日） 

           ライナー：7月29日（土）～8月6日（日） 

           ハンジ：9月2日（土）～9月10日（日） 

※展示期間はコラボイベント終了時までとなります。 

【場所】3rd Floor マルチステージ 

 

② バースデー限定メニューの販売 

バースデー当日限定でコラボパフェを販売します。ご注文時にステッカーをプレゼント！ 

【場所】2nd Floor D-ラウンジ 

【販売日】サシャ：7月26日(水) 

ライナー：8月1日(火) 

ハンジ：9月5日(火) 

 

 

 

③ カーニバルゲームコーナーでプラス1チャンス 

桶にボールを投げ入れるゲーム「インザバーレル」、ボールを転がす運だめしゲーム「オーリング」にて、 

それぞれバースデー当日に限り、チャレンジ回数を1回プラスします。 

より大当たりが狙えるチャンスが増えます！ 

【場所】2nd Floor カーニバルゲームコーナー 

【料金】カーニバルコイン(1枚：300円) 

【開催日】2017年7月26日(水)、8月1日(火)、9月5日(火) 

 

④ カーニバルゲーム景品をバースデーバルーンでラッピング 

コラボイベント限定のカーニバル景品を、無料でバースデー柄のバルーンでラッピングします。 

【場所】2nd Floor カーニバルゲームコーナー 

【開催日】2017年7月26日(水)、8月1日(火)、9月5日(火) 

 

⑤ バースデーショーで各キャラクターをお祝いするメッセージを上映！ 

お誕生日のお客さまをお祝いするバースデーショー、 

誕生日当日に限り各キャラクターへのお祝いメッセージを上映します。 

ショー終了後は、当日限定バースデーVer.のビジュアルで写真撮影も。 

【場所】1st Floor メインステージ 

【開催日】サシャ：7月26日(水)  13：00/18：30 

ライナー：8月1日(火) 13：00/18：30 

ハンジ：9月5日(火) 13：00/18：30 

 

 

 

 

 

 

パフェステッカー（全 1種） 誕生日当日限定バースデーパフェ(全 3種)各 550円（税込） 
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◆土日祝日限定で謎解きイベントの開催も決定！ 

メインイベントとして、作品の世界観をリアルに感じられる館内回遊型謎解きイベント 

「進撃の巨人 体感型ゲーム”解” ～技術都市奪還作戦～」を開催します。 

謎解きイベントあらすじ 

かつて「ウォール・マリア」内に、王政府が技術開発を目的に建造した街があった。 

技術都市「ジョイポリス」と呼ばれたその街は、多くの技術者で溢れ、賑わいを見せていた。 

しかし「ウォール・マリア」陥落後、巨人の侵攻になすすべなく人類は「ジョイポリス」を放棄。 

今では巨人の住処となっていた・・・。それから時は経ち・・・。 

調査兵団に所属するあなたに、団長であるエルヴィンより任務が言い渡される。 

それは、リヴァイ、エレン、アルミンたちと共に、ジョイポリスを調査、そして奪還せよというものだった。 

あなたたちに与えられた作戦時間は 60分。 

それまでに占拠する巨人たちを駆逐し、技術都市ジョイポリスを奪還することが出来るのだろうか？ 

＜期間限定謎解きイベント概要＞ 

【場所】1st Floor メインステージ 

【期間】2017年7月15日（土）～10月1日(日)の土日祝日と8月10日(木)※計23日間 

          ※8月11日(金)12日(土)13日(日)19日(土)20日(日)の開催はございません。 

【時間】①11:00～ ②14:00～ ③17:30～ 

【料金】＜前売り＞ 

・前売り イベント参加券：2,500円 

・前売り イベント参加券＋パスポート＋ノベルティ 

(ジョイポリス入場料込)：大人 6,000円/小中高生 5,000円 

ローソンチケットＬコード：34816 

＜当日＞ 

・当日イベント参加券：2,800円 

・当日イベント参加券＋パスポート＋ノベルティ 

(ジョイポリス入場料込)：大人 6,300円/小中高生 5,300円 

      ※前売券に在庫があった場合のみ販売致します。無くなり次第終了です。 

【発売開始日】2017年6月24日(土)  

【クリア景品】 ・イベント特製クリアバッジ全 4種  ※クリアできなかった方には、「巨人バッジ」をお渡しします 

【謎解きイベント公式ホームページ】https://www.nazomate.com/shingeki-tv/ 

         

  

 

 

 

 

「進撃の巨人 attack on titan in JOYPOLIS- Season 2 -」 

特設サイト：http://tokyo-joypolis.com/event/shingeki_jp2/index.html 

 

 

謎解きイベントビジュアル 

ノベルティパスケース 

巨人バッジ(残念賞) クリアバッジ(エレン) クリアバッジ(ミカサ) 

クリアバッジ(リヴァイ) クリアバッジ(エルヴィン) 

謎解きイベントロゴ 

https://www.nazomate.com/shingeki-tv/
http://tokyo-joypolis.com/event/shingeki_jp2/index.html
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＜本件の画像をご紹介いただく際は以下の著作権表記をお願いいたします＞ 

◆「進撃の巨人 attack on titan in JOYPOLIS- Season 2 -」：©諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会 

 

＜東京ジョイポリス概要＞ 

●公式サイト：http://tokyo-joypolis.com/   モバイルサイト：http://tjp-sega.jp 

●所在地：東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ3～5F  

●電話番号：03-5500-1801 

●アクセス：新交通ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅より徒歩2分 りんかい線「東京テレポート」駅より徒歩5分 

●営業時間：10：00～22：00（最終入場21：15） ※時期によって異なります。 

●料  金：入場料（入場のみ）/大人（18歳以上）800円、小・中・高生500円 

パスポート（入場＋アトラクション乗り放題）/大人（18歳以上）4,300円、小・中・高生3,300円 

 

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 

 

 

 

東京ジョイポリス PR事務局（共同 PR内） 

担当：田平、阿蘇品（あそしな）、小松 TEL： 03-3571-5228受付時間/平日 10:00～18:00   

FAX： 03-4540-8325 Ｍａｉｌ： ｔｊp-pr@kyodo-pr.co.jp 

※時間外のお問い合わせ先：東京ジョイポリス担当：大澤、横矢、向井、大屋 TEL：03-5500-1801 
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