- INFORMATION-

2018 年 7 月 13 日
CAセガジョイポリス株式会社

東京ジョイポリスが再び「喰種」たちの巣窟に。コラボイベント開催決定！

「東京喰種トーキョーグール：re × JOYPOLIS
ジョイポリス区 CCG 潜入作戦」
クインクス班と一緒に喰種と戦うコラボコースターや、コラボフードなど
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、TVアニメ『東京喰種トーキョーグール：re』とのコラボを2018年7月26日（木）から10月21日
（日）まで開催いたします。当イベントは2015年の秋に開催され、大好評を博したTVアニメ『東京喰種トーキョーグール』と
のコラボ企画の第2弾となり、本リリースではコラボイベントの全容を公開します。クインクス班と一緒に喰種と戦うコラボコ
ースターや完全録り下ろしボイスでのサウンドホラー新アトラクションなど、アトラクションとのコラボやオリジナルグッズ、
コラボフード展開、遊園地ならではのコラボが目白押しです。
『東京喰種トーキョーグール：re』とは
群衆に紛れ、ヒトの肉を喰らう。
ヒトの形をしながら、ヒトとは異なる存
在…“喰種グール”。“喰種”を駆逐・
研究する〔CCG〕は、あるひとつの命
題を果たすため、実験体集団を新設。
──その名は「クインクス」。
「まともな人間」ではない彼らと、
佐々木琲世 一等捜査官が“ 東京 こ
のまち”で向き合うものとは──！？
集英社「週刊ヤングジャンプ」にて
連載されていた大人気漫画。コミック
スの全世界累計発行部数は3,700
万 部 を 超 え る 。2018年4月3日 よ り
TVアニメも放映されています。

イベントメインビジュアル

◆完全録り下ろしボイス、サウンドホラーアトラクションが新登場！
『東京喰種トーキョーグール：re』の世界をより身近に感じられるショー＆3D サ
ウンドアトラクション。生身のアクターによるショー的な演出とアニメで登場するキ
ャラクターを演じている声優さん達のオリジナルボイスで臨場感あふれる 3D サ
ウンド（ASMR）をお楽しみ頂けます。アトラクションならではの様々な演出によ
り、作品の世界観をそのままに、脳を搔き乱す衝撃を体験できます。
お客さまは、喰種犯罪対策セミナーと偽り人間たちを集めようと開催される人
間オークションに参加します。喰種 vs CCG の戦いの中、この会場から喰種たち
に殺されずに無事に逃げる事が出来るか。
●名称：「東京喰種トーキョーグール：re
喰種犯罪対策セミナー～ジョイポリス区の罠～」
●オープン：7 月 26 日（木）予定
●所要時間：約 11 分
●ご利用料金：600 円（パスポート利用可）
●年齢制限：7 歳未満の方はご利用いただけません。
※7 歳以上 11 歳未満のお子様は保護者の同伴が必要です。

アトラクションイメージ

□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」とコラボ！クインクス班と共に喰種を討伐せよ！
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。
CCGのエンブレムが施された特別ライドに乗り込み乗り込み、リズムに合わせて
アクションボタンを押すことで喰種との戦闘に参加できる体感型アトラクションです。
「佐々木琲世」率いるクインクス班と共に「カナエ＝フォン・ロゼヴァルト」や
「オウル」などの喰種を討伐し、最後には喰種捜査官としての階級が発表されます。
【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
【声の出演】「佐々木琲世」「瓜江久生」「不知吟士」「六月 透」「米林才子」「オウル」

≪ライドイメージ①≫

≪ライドイメージ②≫

≪ライド正面イメージ≫

≪ゲーム画面イメージ≫

◆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
『東京喰種トーキョーグール：re』仕様のオリジナ
ルフレームで記念撮影ができます！
撮影時は、クインクス班のメンバーたちが録り下
ろしのシャッターボイスで盛り上げてくれます。
【場所】1st Floor ジョイポリ探検隊
【料金】600円 ※パスポート利用可

「ジョイポリ探検隊」フレームイメージ
左フレーム：2018 年 7 月 26 日(木)～8 月 31 日(金) 右フレーム：2018 年 9 月 1 日(土)～10 月 21 日(日)

【声の出演】「佐々木琲世」「瓜江久生」「不知吟士」「六月 透」「米林才子」

◆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「東京喰種トーキョーグール：re」
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。

◆大迫力のスペシャルショーを上映！
メインステージでは、TVアニメのダイジェスト映像でスペシャルショーを上映。プロ
ジェクションマッピングや照明、レーザーを駆使して大迫力の演出でお届けします。
スペシャルショースタートの案内アナウンスは「ピエロ」が担当、さらに上映約20分前
にはクインクス班よるコラボイベントのおススメ紹介アナウンスが流れます！
【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。
スペシャルショーイメージ

□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◆オリジナルのステッカーが付いた、カラフルなドリンクと才子特製フードメニューを販売！
「D-ラウンジ」では、カラフルな色味の「Rc値安定ドリンク」を販売。さらに、才子特製の「才子のなんちゃって”タコ焼き
風”ポテト」も販売します。いずれも注文時にステッカーを１枚プレゼントします。
(ドリンクステッカー全5種※ランダムでのお渡し/フードステッカー全1種)
【場所】2nd Floor D-ラウンジ

才子のなんちゃって”タコ焼き風”ポテト 600 円（税込）

フードステッカー（全1種）
ドリンクステッカー（全5種）※絵柄はお選びいただけません。

「Rc 値安定ドリンク」各 600 円（税込）

◆オリジナルのクリアコースターが付いた、コラボフードを販売！
3rd Floor「フレームカフェ」では、コラボメニューを販売。ちびキャライラストの什造が手に持っているドーナツを再現
したデザートメニューや、注射器で真っ赤なソースを注ぐブラッディ・ソーダなど、目で見て味わって、作品の世界観を
身近に感じる事が出来ます。各メニュー注文時には、クリアコースターを全11種からランダムで1枚プレゼントします。
（絵柄はお選びいただけません）
【場所】3rd Floor フレームカフェ

ロゼヴァルトショコラケーキ
900 円（税込）

トーカとアヤトのラビット珈琲
750 円（税込）

目玉のベリージュレ
1,100 円（税込）

白×黒ハンバーグカレー
1,300 円（税込）

CCG の白い死神クリームパスタ
1,300 円（税込）

ブラッディ・ソーダ
800 円（税込）

什造のカラフルドーナツ＆ティーオレ
1,100 円（税込）

□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-

コラボメニュー特典クリアコースター（全 11 種）※絵柄はお選びいただけません。

◆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、2種類のオリジナルデザインノベルティパスケースをご用意しました。年間パスポートは上記2種類のパ
スケースからお好きなデザインから選べ、カードデザインは、11種の中から選べます。
【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(パスケースちびキャラ ver.)：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(パスケースクインクス班 ver.)：大人 2,500 円 小中高生：2,200 円
・年間パスポート（カードデザイン・全 11 種）+ノベルティ(パスケースちびキャラ ver. もしくはパスケースクインクス班 ver.)：
大人 13,000 円 小中高生：10,000 円

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

年間パスポートカードデザイン(全 11 種)※好きなデザインが選べます。

◆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を実施します。ボール投げのゲームなどが『東京喰種トーキョーグ
ール：re』仕様に！ゲームを遊ぶと、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】300円
【景品】・参加賞：カレンダー風ポストカード(全12種)
・小当たり：まめ色紙（全11種）
・中当たり：アクリルクリップ（全11種）
・大当たり：3D ポスター(全1種)

参加賞：カレンダー風ポストカード（全 12 種）※ランダムでのお渡しです。

オー!リング装飾イメージ

大当たり：3D ポスター(全 1 種)
小当たり：まめ色紙（全 11 種）

インザバーレル装飾イメージ

中当たり：アクリルクリップ（全 11 種）

□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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-ジョイポリ
INFORMATIONde ポン!装飾イメージ
◆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
オリジナルグッズを販売します。「等身大タペストリー」やお湯を注ぐと赫眼が発動する「赫眼に変身マグカップ」、作中
で琲世が有馬にプレゼントした「ネクタイピン」など、バリエーション豊かにご用意します。
3,000円(税込)お買い上げ毎にプロフィールカードを1枚プレゼント。（全12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 11 種）800 円（税込）

缶入りキャンディ（全 2 種）各 750 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（全 5 種）各 1,500 円（税込）
等身大タペストリー(全 3 種)各 9,800 円（税込）

トレーディング缶バッジ（全 12 種）500 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。

喰種捜査官手帳風メモ(全 1 種)1,500 円（税込）

アクリルスマホリング（全 11 種）各 1,500 円

A4 クリアファイルセット（2 種セット）950 円（税込）

東京喰種トーキョーグール：re×JOYPOLIS に潜入捜査してきました
ラングドシャ（全 1 種）880 円（税込）

ネクタイピン（全 2 種 有馬貴将モチーフ/月山 習モチーフ）各 2,500 円

赫眼に変身マグカップ（全 1 種）2,000 円（税込）
※お湯を注ぐと赫眼が発動します。

お会計 3,000 円(税込)以上でプロフィールカード(全 12 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。

□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！
モニターの前に立つと潜入捜査中の CCG 捜査官に会うことが出来ます。
時には喰種に鉢合わせる事も。
キャラクターたちの録り下ろしボイスも流れます。
【声の出演】「佐々木琲世」「瓜江久生」「不知吟士」「六月 透」「米林才子」
「鈴屋什造」「オウル」「ウタ」

◆クインクス班、録り下ろしボイスによる館内アナウンスも！
クインクス班たちは、館内放送にも登場！
コラボイベントのおススメ情報を教えてくれます。

デジタルコンテンツイメージ

【声の出演】「佐々木琲世」「瓜江久生」「不知吟士」「六月 透」「米林才子」

◆展示スペースにはクインクス班たちの全身スタンドパネルを展示
3ｒｄ Floor「マルチステージ」では、クインクス班たちのスタンドパネルを
設置した豪華なフォトスポット他、アニメの設定画を展示！
【場所】3ｒｄ Floor マルチステージ

◆お誕生日を迎える才子とオウルをお祝いするバースデー企画を実施！
期間中にお誕生日を迎える才子とオウルへお祝いの気持ちを込めて、バースデー企画を期間限定で開催します。
【お誕生日】米林才子：9月4日 オウル：9月10日
① バースデーメッセージボードの設置
メッセージボードを設置し、才子とオウルへお祝いコメントを募集します。
【書き込み期間】2018年9月1日（土）～9月17日（月・祝）
※展示期間は、イベント最終日までとなります。
【場所】3rd Floor マルチステージ
バースデーメッセージボード

② 期間限定バースデーメニューの販売
バースデー期間限定で2nd Floor D-ラウンジにてバースデーメニューを販売します。
【販売期間】2018年9月1日（土）～9月17日（月・祝）

●米林才子バースデーデザート 700円(税込)
【場所】2nd Floor D-ラウンジ
デザート注文時に、ステッカーを1枚プレゼントいたします。
※各日数量限定での販売です。

●オウルバースデーデザート 700円(税込)
【場所】2nd Floor D-ラウンジ
デザート注文時に、ステッカーを1枚プレゼントいたします。
※各日数量限定での販売です。

③ カーニバルゲームコーナーでプラス1チャンス
お誕生日当日限定！桶にボールを投げ入れるゲーム「インザバーレル」にて、通常5球のところ、投球回数が6球に増え
ます。入ったボールの個数によってもらえる景品が変わるので、より上位賞が狙えるチャンス！
【場所】2nd Floor カーニバルゲームコーナー
【料金】300円
□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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- 【開催日】2018年9月4日(火)、9月10日(月)
INFORMATION④ コラボアイテム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、オリジナルグッズ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】1st Floor プライズコーナー
【開催日】2018年9月4日(火)、9月10日(月)

⑤ バースデーショーでお祝いのメッセージを上映！
お誕生日のお客さまをお祝いするバースデーショーにて
東京ジョイポリスから才子とオウルへのお祝いのメッセージを上映！
ショー終了後は、当日限定バースデーver.のフォトスポットが登場。
【場所】1st Floor メインステージ
【開催日】2018年9月4日(火)、9月10日(月)
13：00/18：30
フェスティ バ ル

◆体感型謎解きイベント「東京喰種トーキョーグール：re[al game] 狩猟祭掃討戦」開催！
土日祝日限定で、1st Floor メインステージで謎解きイベントを実施します。
■あらすじ

『東京ジョイポリスに喰種の気配アリ』
本部から連絡を受けた新人クインクス班員であるあなたは、
仲間たちとともに東京ジョイポリスへと潜入捜査を試みる。
そこで開催されていたのは、喰種たちによるハンティングゲームだった！
「人間たちをよりエキサイティングに食してもらうべく、今宵は若くて、
活きの良い獲物をご用意させていただきました。
さて、この獲物をハントするのはどなた様でしょうか･･･？」
ハンティングゲームが開始されるのは 60 分後･･･、
それまでに獲物にされる人質を救出しなければ、彼らの命が危ない。
あなたたちは、彼らを救うべく命がけの作戦に挑むことに。
果たして、会場に仕掛けられた謎や暗号を解読し、作戦を成功させることができるのか？
これは、あなたが実際に謎を解き明かし、喰種から人質を救出するリアルイベントです。
■開催期間：2018/9/8(土)～10/21(日)までの土日祝日
■時間：①11:00～/②14:00～/③17:30～
■参加景品：アタッシュケース風クリアファイルバッグ及びポストカード
※ポストカードはご参加される時間によってお渡しする絵柄が異なります。11 時回は佐々木琲世＆有馬貴将柄、
14 時回は六月 透＆米林才子柄、17 時半回は瓜江久生＆不知吟士柄となります。
※クリアファイルバッグの中に、問題用紙や会場マップを入れて、ご参加の方みなさまにゲーム開始前にお渡しします。
謎を解き終わった後は、通常のクリアファイルとしてご使用いただけます。
※各デザインは、後日発表となります。
■クリア特典：オリジナルアクリルチャーム 全 5 種
※佐々木琲世 Ver、瓜江久生 Ver、不知吟士 Ver、六月 透 Ver、米林才子 Ver (景品はお選びいただけます)
※クリアできなかった方には、有馬貴将 Ver をお渡しいたします
※各デザインは、後日発表となります。
■描きおろし SD イラスト絵柄

□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■声の出演：花江夏樹（佐々木琲世役）、石川界人(瓜江久生役)、内田雄馬(不知吟士役)、
藤原夏海(六月 透役)、佐倉綾音(米林才子役)、釘宮理恵(鈴屋什造役)
■参加料金：【前売イベント参加券】 2,800 円(税込)
【パスポート+オリジナルパスケース+前売イベント参加券】
大人/6,300 円(税込)、小中高生/5,300 円(税込)
発売開始日：2018 年 8 月 4 日(土)
発売場所：ローソンチケット・Ｌコード：35152・ローソン・ミニストップ設置のＬｏｐｐｉ

・電話受付について：http://l-tike.com/guide/tel.html
※オペレーター問い合わせ 0570-000-777（10：00-20：00）
・WEB（PC・携帯共通）：http://l-tike.com/order/?gLcode=35152
※チケット購入時に別途手数料が必要になります。手数料についてはこちらをご確認ください。
http://l-tike.com/guide/popup_charge.html
※前売参加券の販売枚数が上限に達した場合、その日の当日参加券の販売はございません。
※東京ジョイポリスへの入場料は含んでおります。 ※未就学児無料
【当日イベント参加券】 3,000 円(税込)
【パスポート+オリジナルパスケース+当日イベント参加券】：大人/6,500 円(税込)、小中高生/5,500 円(税込)
発売場所：東京ジョイポリスエントランス窓口
※当日券は購入された日のみ有効です。
※前売参加券の販売枚数が上限に達した場合、その日の当日参加券の販売はございません。
※当日券の有無は当日、東京ジョイポリスまでお問い合わせください。
※東京ジョイポリスへの入場料は含んでおります。 ※未就学児無料
■イベント公式ホームページ：http://tokyo-joypolis.com/event/TokyoGhoul_jp2/riddle.html
イベント公式 Twitter：@nazomate
■お問い合わせ先：東京喰種トーキョーグール：re[al game]運営事務局 TEL:03-5214-1020
受付時間：平日 10：00-17：00 （土日祝日は除く。)

「東京喰種トーキョーグール：re × JOYPOLIS ジョイポリス区 CCG 潜入作戦」
特設サイト：http://tokyo-joypolis.com/event/TokyoGhoul_jp2/index.html
＜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＞

◆「東京喰種トーキョーグール：re × JOYPOLIS ジョイポリス区 CCG潜入作戦」：©石田スイ／集英社・東京喰種:re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、川島、岡本 TEL：03-5500-1801
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