- INFORMATION-

2018 年 10 月 2 日
CAセガジョイポリス株式会社

おまたせしました！大人気コラボイベント第3弾開催！

「ときめきレストラン☆☆☆ feat. JOYPOLIS
SPECIAL YELL!」
コラボの全容を公開！館内各所でアイドルたちにエールを送ろう！
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」にて、2016年春、2017年春に開催され、大好評を博した「ときめきレストラン☆☆☆」とのコラボ
イベント第3弾を、2018年10月22日（月）から12月16日（日）まで、開催いたします。本稿ではコラボイベントの全容を公
開！ショーやアトラクション、グッズ展開は勿論、アイドルたちのライブに参加し、声援を送る絶叫コースターやエールポイン
ト付きフラッグのついたコラボメニューが楽しめるレストランなど、イベントタイトルにもある「エール」にちなんだコンテンツが
目白押しの内容で、ファン必見のイベントになること間違いなしです。
『ときめきレストラン☆☆☆』とは
2013 年 3 月に配信を開始したアプリを軸
に、【6 人のアイドルたちは実在する】という
演出で幅広いメディアミックス展開。
CD や書籍、グッズの発売にくわえ、遊園施
設やカフェといった飲食店とのコラボレーショ
ンや VR ライブなど、活動は多岐にわたって
いる。
※2013 年 3 月にサービスを開始。
2014 年 8 月に、株式会社コナミデジタルエ
ンタテインメントよりライセンス許諾を受け、
株式会社コーエーテクモゲームスが運営。
2018 年 8 月 31 日でサービスを終了。

◆大迫力のスペシャルショーを開催！たくさんの声援でエールを届けよう！
メインステージでは、スペシャルショーを開催！
本コラボより新作となる「Only one」「Sincere Love」に加え、過去コラボイベントのリバイバルショーを含め、
セットリストは全部で3パターン。
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演出で展開されるショーは、もちろん声援OK！
アイドルたちにたくさんのエールを送れる空間に！
セットリストは曜日、上演時間によってことなります。
【場所】1st Floor メインステージ
【セットリスト】

① 「君と Shooting star」「Don’t Stop The Party」
② 「運命の Lady」「GAME」
③ 「Only one」「Sincere Love」
【料金】無料 ※「東京ジョイポリス」の入場料が別途必要です。
過去実施したスペシャルショーの様子

□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◆「エールポイント」付きメニューを食べてアイドルを応援しよう！
「フレームカフェ」では、アプリでおなじみのメニューを販売。さらにメニューには、アイドルそれぞれの「エールポイン
ト」がデザインされたフラッグがついてきます。メニューを注文して好きなアイドルにエールを届けよう。各メニュー注文
時にノベルティのクリアコースター(全9種)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

◆ステッカー付きのカラードリンク、ときめきポテトを販売
「D-ラウンジ」では、アイドルそれぞれのステッカーがランダムで貰える
「3 Majesty ＆ X.I.P.カラードリンク」や、
ボリューム満点の「ときめきポテト」を販売。
【場所】2nd Floor D-ラウンジ

ときめきポテト 550 円（税込）

ときめきポテト付属ステッカー
（全 1 種）

カラードリンク(全 6 種)各 550 円（税込）
(イチゴホワイト/ラムネホワイト/ライチホワイト/マンゴーソーダ/ブルーソーダ/巨峰ソーダ)

□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。

ステッカーをランダムで 1 枚プレゼント。(全 6 種)
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- INFORMATION-

◆「3 Majesty ライド」と「X.I.P.ライド」に乗り込みライブに参加しよう！
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。
「3 Majestyライド」「X.I.P.ライド」に乗り込み、ライブ感覚でリズムゲームが楽しめます。
セットリストは全4パターン！ 最後のライブパートは爽快感抜群！
リズムに合わせてエールを送る、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

◆体感型冒険ライド「ワイルドウイング」をナビゲート！
≪「3 Majesty ライド」イメージ≫

体感型冒険ライドアトラクション「ワイルドウイング」と、コラボレーションを
実施します。アイドルたちがアトラクションをナビゲート！
「PRINCE REP.号」に乗り込み、
アイドルたちと一緒に冒険の旅に出発することが出来ます！

≪「X.I.P.ライド」イメージ≫

【場所】3rd Floor ワイルドウイング
【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！

ワイルドウイングイメージ

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「ときめきレストラン☆☆☆」仕様の
オリジナルフレームで記念撮影ができます！
シャッターボイスは全部で5パターン！アイドルたちが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

◆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！

「ジョイポリ探検隊」フレームイメージ
いめーj

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
「ときめきレストラン☆☆☆」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 3 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！

「フォーチュンフォレスト」占い結果診断用紙イメージ

いめーj
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には、
各アイドルのパスケースをご用意。好きなアトラクションに1回乗れるチケットはちびキャラのイラストを使用したパスケー
スが付きます。さらに、年間パスポートは全7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、6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(パスケースメンバー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(パスケースちびキャラ 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 6 種）+ノベルティ(お好きなパスケースをおひとつ)：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

□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。

年間パスポートカードデザイン(全 6 種)※好きなデザインが選べます。
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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
本コラボイベント限定のオリジナルグッズを販売します。
アイドルをもっと近くで感じられる「ビッグタペストリー」や、アプリでおなじみの
「変身チケット＆お手伝いの約束メモパッド」などバリエーション豊かにご用意します。
5,000円(税込)毎のお買い上げでブロマイドをランダムで1枚プレゼント。

トレーディング缶バッジ（全 12 種）500 円（税込）
▲お会計 5,000 円(税込)毎に
ブロマイドをランダムで 1 枚プレゼント。

アクリルスタンド（全 6 種）各 1,500 円（税込）
トレーディングアクリルスタンド（全 6 種）850 円（税込）

A5 クリアファイルセット（3 枚 1 セット全 2 種）各 1,000 円（税込）
変身チケット＆お手伝いの約束メモパッド(全 1 種)800 円（税込）

銀テープ風ストラップ(全 2 種)各 950 円（税込）

缶入りキャンディ（全 2 種）各 750 円（税込）
いめーj

ビッグタペストリー（全 6 種）各 16,000 円（税込）
※2018 年 11 月 1 日（木）販売開始予定です。
ステッカー（全 6 種）各 450 円（税込）

※数量限定商品です。

□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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◆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、2019年から使用できる「カレンダー風ポストカ
ード」やレストランのメニュー風デザインの「付箋セット」など、
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：カレンダー風ポストカード(全12種) （画像左上）
小当たり：ミニクリアファイル(全6種) （画像右下）
・中当たり：付箋セット(全6種) （画像右中）
・大当たり：ゆらゆらグラス（全2種）（画像右上）

◆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アイドルたちがエールに応えてくれるデジタルコンテンツ
が登場。ライブでおなじみの“かけ声”でアイドルたちと一緒に盛り上がろう！
【場所】1st Floor メインステージ前

◆アイドルたちがコラボのおススメ！館内アナウンスも！
アイドルたちは、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。
【場所】館内全体

◆さらにエントランスではウェルカムボイスも！
東京ジョイポリスエントランス、自動扉が開くとおなじみの音が。
さらに、アイドルたちがウェルカムボイスでお迎えしてくれます。

デジタルコンテンツイメージ

【場所】東京ジョイポリス エントランス

◆展示スペースにはアイドル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、アイドル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、MV 放映やビジュアルを展示！
【場所】3ｒｄ Floor マルチステージ
□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。

マルチステージ装飾イメージ
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- INFORMATION◆お誕生日を迎える神崎と辻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「神崎 透」と「辻 魁斗」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】神崎 透：10月23日 辻 魁斗：11月25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、神崎と辻へお祝いコメントを募集します。
【書き込み期間】
神崎 透：2018年10月22日（月）～10月28日（日）
辻 魁斗：2018年11月23日（金・祝）～11月29日（木）
※展示期間は、イベント最終日までとなります。
【場所】3rd Floor フレームカフェ
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バースデーメニューを販売します。
【販売期間】神崎 透：2018年10月22日（月）～10月28日（日）

●神崎 透バースデーフロート 650円(税込)
【場所】1st Floor ディッピンドッツアイスクリーム
フロート注文時に、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。

バースデーメッセージボード

●神崎 透バースデーロールケーキ 1,300円(税込)
【場所】3rd Floor フレームカフェ
デザート注文時に、コースターを1枚プレゼントいたします。
※各日数量限定での販売です。

【販売期間】辻 魁斗：2018年11月23日（金・祝）～11月29日（木）

●辻 魁斗バースデーフロート 650円(税込)
【場所】1st Floor ディッピンドッツアイスクリーム
フロート注文時に、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。

●辻 魁斗バースデーロールケーキ 1,300円(税込)
【場所】3rd Floor フレームカフェ
デザート注文時に、コースターを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 期間限定バースデーバーションのデジタルコンテンツが登場
期間中のみ、神崎と辻のバースデー限定バーションの
デジタルコンテンツが登場します。
【登場期間】
神崎 透：2018年10月22日（月）～10月28日（日）
辻 魁斗：2018年11月23日（金・祝）～11月29日（木）

□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。

デジタルコンテンツイメージ
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④ 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
【開催日】2018年10月23日(火)、11月25日(日)

⑤ 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10月23日(火)、11月25日(日)

⑥ 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神崎と辻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10月23日(火)、11月25日(日)
13：00/18：30

「ときめきレストラン☆☆☆ feat. JOYPOLIS SPECIAL YELL!」
特設サイト：http://tokyo-joypolis.com/event/tokires_jp2018/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＞

◆「ときめきレストラン☆☆☆ feat. JOYPOLIS SPECIAL YELL!」：©Konami Digital Entertainment ©コーエーテクモゲームス

＜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：黒澤、田平、阿蘇品（あそしな） 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 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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