- INFORMATION-

2017 年 6 月 29 日
CAセガジョイポリス株式会社

期間限定！「超特急」が「ジョイポリス」のイメージキャラクターに就任！

「超特急 in JOYPOLIS
～特急ジョイポリ号に乗車せよ！～」
完全撮り下ろし！ジョイポリスでしか観る事の出来ないプレミアムデジタルライブ！
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、大人気アーティスト「超特急」とのコラボイベントを2017年7月20日（木）から10月22日（日）
まで、開催いたします。完全撮り下ろしのプレミアムデジタルライブはファン必見です。さらにオリジナルグッズはもちろん、
絶叫コースター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、大人気アーティスト「超特
急」が期間限定で東京ジョイポリスイメージキャ
ラクター就任を記念して、開催されます。アトラク
ションとのコラボやコラボグッズの展開、撮り下
ろしのデジタルライブなど、東京ジョイポリスが
「超特急」メンバーに包まれます。
『超特急』とは
史上初！メインダンサー&バックボーカルグループ。
ダンサーのカイ（2号車）、リョウガ（3号車）、 タクヤ（4
号車）、ユーキ（5号車）、ユースケ（6号車）、ボーカル
のコーイチ（1号車）、タカシ（7号車）からなる7人組。
エンタテイメント性の高いパフォーマンスと、<8号車>
と呼ばれるファンとの一体感ある参加型ライブが話題
のグループ。

＜メインビジュアル＞

◆完全撮り下ろしのデジタルライブを上映！
館内のメインステージでは、プレミアムデジタルライブを上映！
完全撮り下ろし、まるで超特急のメンバーたちがその場にいるかのようなデジ
タルライブはファン必見です。「超特急」の代表曲「超ネバギバDANCE」「超えて
アバンチュール」の2曲を収録。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。
さらに特設サイトでは、メイキング映像も公開します。
【場所】1st Floor メインステージ
【時間】12:00～、15:00～、18:00～
【料金】無料 ※入場料が別途必要です。
※メンバー本人たちの出演はございません。

◆東京ジョイポリスの制服をまとった描き下ろし SD キャラが登場！
今回のコラボイベントを記念して、描き下ろし SD キャラが登場します。超特急のメンバーたちが、東京ジョイポリスの
制服をまとったレアなデザインはファン必見！オリジナルグッズやアトラクションに登場します！

□記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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- INFORMATION◆「撃音 ライブ コースター」をジャック！音ゲーコースターとのコラボ！
館内の人気アトラクション「撃音 ライブ コースター」とのコラボレーションを
実施します。ファンのイメージカラー、ピンクの「8号車」に装飾されたライドに乗り込み、
「超特急」の楽曲が流れる中、リズムに合わせてゲームを楽しめる体感型のアトラク
ションです。
【場所】1st Floor撃音 ライブ コースター
【料金】800円 ※パスポート利用可
【楽曲リスト】「バッタマン」「超えてアバンチュール」「Burn!」
「Clap our hands!」「We can do it!」「超ネバギバ DANCE」

◆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
「超特急」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

※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。

◆東京ジョイポリス限定のノベルティ付きチケットを飯売！
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】
・特急ジョイポリ号 1日乗車券(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
・特急ジョイポリ号 きっぷ（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
・特急ジョイポリ号 定期券(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
特急ジョイポリ号 定期券 フレームデザイン

特急ジョイポリ号 定期券 ノベルティ
特急ジョイポリ号 1 日乗車券 ノベルティ

特急ジョイポリ号 きっぷ ノベルティ

□記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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- INFORMATION◆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。メンバ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。
3,000円(税込)以上のお買い上げで撮り下ろしポスターを1枚プレゼント。（全8種・絵柄はお選びいただけません）
【場所】1st Floor JP STORE

トレーディングアクリルキーホルダー（全 7 種）700 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。
A4 クリアファイルセット（2 種セット）1,000 円（税込）

超特急 in JOYPOLIS～特急ジョイポリ号に乗車せよ！～
で遊んできましたラングドシャ（全 1 種）880 円（税込）
IC カードステッカー（全 7 種）800 円
（税込）
いめーj

缶入りキャンディ（全 1 種）650 円
（税込）
いめーj

缶バッジ（全 14 種）500 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。

お会計 3,000 円(税込)以上で撮り下ろしポスター(全 8 種)を 1 枚プレゼント。
※ランダムでお渡しのため絵柄はお選びいただけません。

□記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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- INFORMATION◆カラフルなコラボフロートを販売！
1ｓｔFloor「ディッピンドッツアイスクリーム」では、「超特急」のメンバー7名をそれぞれイメージしたカラフルなフロートア
イスを販売します。各メニュー注文時にノベルティステッカー全7種から1枚をランダムでプレゼント。
【場所】1st Floor ディッピンドッツアイスクリーム

ノベルティステッカー（全 7 種）

※絵柄はお選びいただけません。

カラーフロート（全 7 種）各 650 円（税込）
（バニラアイス+カシスコーラ/ブルー/グレープ/メロン/ストロベリー/マンゴー/ホワイトソーダ）

◆コラボフードを販売！
「フレームカフェ」では、メンバーそれぞれをイメージしたメニューを販売。目で見て味わって、「超特急」を身近に感
じる事が出来ます。各メニュー注文時にノベルティのクリアコースターを全8種からランダムで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

１号車 焼肉ブラックカレー1,400 円（税込）
イメージカラーのブラックカレーと、
好物の焼き肉をトッピング。

５号車 アップルパイティー
750 円（税込）
アップルパイシロップとアイスティー。
一口パイとリンゴに見立てた
枝つきチェリーにミントがキュート。

２号車 ライチブルーソーダ
800 円（税込）

４号車 生ハムバジルパスタ
1,300 円（税込）

３号車 グレープソーダ
750 円（税込）

青からイメージした爽やかなブルーソーダ。 イメージカラーのグレープソーダに
ライチジュレがアクセントに。
冷凍ブドウとミントをトッピング！

緑をイメージしたバジルパスタです。
エビ・インゲン・チーズ入りで満足な一品。

６号車 スティックサンドデザート 1,000 円（税込）

７号車 メロンパンプディング 1,000 円（税込）

好物のスティックパンにチョコとマンゴーソース。
マンゴーと生クリーム、チョコブラウニーにストロベリー
の 2 種類をご用意。

好物のメロンパンを使ったスイーツ
プリンとバニラアイスをサンドして生クリームをトッピング！

コラボフードのクリアコースターデザイン（全 8 種）
※絵柄はお選びいただけません。

□記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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- INFORMATION◆コラボデジタルコンテンツが登場！
メンバーたちと記念撮影が楽しめるデジタルコンテンツが登場。
モニターの前に立つとメンバーそれぞれの録り下ろしの
オリジナルボイスが流れます。
【料金】無料

◆その他、メンバーによる館内放送！さらにプリントシール機とのコラボも！
「超特急」のメンバーたちが館内放送にも登場！
プレミアムデジタルライブの告知や、コラボイベントの紹介をしてくれます。
さらに館内設置のプリントシール機とコラボレーション！「超特急」仕様のフレームで撮影出来ます

◆さらに、オリジナルグッズなど梅田ジョイポリスで同時展開！
オリジナルグッズとプリントシール機のコラボレーションは、
梅田ジョイポリスでも同時展開します！
さらに「クレープおじさん」で販売する、オリジナルコラボメニューも販売予定！
※「クレープおじさん」のオリジナルメニューは、東京ジョイポリスでの展開はありません。

「超特急 in JOYPOLIS～特急ジョイポリ号に乗車せよ！～」
特設サイト：http://tokyo-joypolis.com/event/bullettrain_jp/index.html
＜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

□記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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