- INFORMATION-

2018 年 11 月 29 日
CAセガジョイポリス株式会社

冬の遊園地、ジョイポリスで王子様たちとパーティを楽しもう！

「夢王国と眠れる100人の王子様
in JOYPOLIS Winter Party」
アトラクションコラボやコラボフードなど、パーティ会場の全容を大公開！
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、大人気アプリゲーム「夢王国と眠れる100人の王子様」と初のコラボイベントを2018年12月17
日（月）から2019年2月11日（月・祝）まで開催いたします。イベントテーマは「Winter Party」！王子様たちと冬の屋内遊園
地「ジョイポリス」でパーティを楽しんでいただくため、コラボアトラクションやコラボフード、グッズなど趣向を凝らしたパーティ
をご用意いたします。今回は、コラボイベントの全容を公開。この冬、ジョイポリスで行われる夢王国の王子様たちとのウィ
ンターパーティをお楽しみください。
『夢王国と眠れる100人の王子様』とは
「夢100」は、女の子なら誰もが憧れる「王子様との恋」
を描く、新感覚の女性向けスマホパズルRPGです。
ゲームの舞台は、「夢王国」。王国に現れた『ユメク
イ』によって夢を喰べられ、眠りに落ちてしまった王子様
たちと出会い、彼らを目覚めさせることで甘いストーリー
を楽しむことができます。総勢100名以上の豪華声優陣
が出演し、あらゆるシーンで王子様の声を聞きながら楽
しめるゲームです。
2015年3月の提供開始以来ダウンロード数を伸ばし、
2017年7月には初の舞台化、2018年7月にはテレビアニ
メ放送、そして2018年8月には全世界1000万ダウンロー
ド突破と、日本にとどまることなく様々なメディア展開をし
ております。

◆「撃音 ライブ コースター」とコラボ！王子様たちとユメクイ退治へ！
人気リズムゲームコースターアトラクション「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。アプリの戦闘BGMに合わせてアクションボタンを押すことで
王子様たちとユメクイ退治の旅へ出発できる体感型アトラクションです。
王子様たちの甘い応援ボイスにも注目です。
【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
【声の出演】「ウィル(CV 石田彰)」「ジョシュア(CV 森久保祥太郎)」「チェシャ猫・ナビ(CV 山下大輝)」
「フロスト(CV 新垣樽助)」「リカ(CV 興津和幸)」

≪ライドイメージ≫

□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◆体感型冒険ライド「ワイルドジャングル ブラザーズ」をナビゲート！
体感型冒険ライドアトラクション「ワイルドジャングル ブラザーズ」と
コラボレーションを実施します。王子様たちがアトラクションをナビゲート！
一緒に冒険の旅に出発することが出来ます！
【場所】3rd Floor ワイルド ジャングルブラザーズ
【料金】600円 ※パスポート利用可
【あらすじ】ジョシュア王子が運転するオフロードカーで冒険の旅へ出発！

ワイルドジャングルブラザーズイメージ

次から次へと巻き起こるハプニングを王子様たちと一緒に乗り越えろ…！？
【声の出演】「ウィル(CV 石田彰)」「ジョシュア(CV 森久保祥太郎)」「チェシャ猫(CV 山下大輝)」
「フロスト(CV 新垣樽助)」「リカ(CV 興津和幸)」

◆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
「夢王国と眠れる100人の王子様」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

「フォーチュンフォレスト」占い結果診断用紙イメージ
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。
いめーj

◆王子様たち自慢の料理が並ぶレストランはまさにウィンターパーティ会場…！

「フレームカフェ」では、コラボメニューを販売。王子様たちが用意したウィンターパーティにぴったりな料理を味わえ
ます。店内には、ＴＶアニメ「夢王国と眠れる100人の王子様」の場面写や原画を展示。王子様たちに囲まれたレストラ
ンは、さながらパーティ会場。各メニュー注文時にノベルティのクリアコースター(全14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

□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。

コラボメニュー特典クリアコースター（全 14 種）
※絵柄はお選びいただけません。
いめーj

2

- INFORMATION-

◆王子様たちの国をイメージしたドリンク、デザートを販売
「D-ラウンジ」では、ステッカー(全5種)がランダムで貰える、
王子様たちの国をそれぞれイメージしたカラフルなドリンク、
デザートを販売します。 【場所】2nd Floor D-ラウンジ

雪の国/不思議の国 各 600 円（税込）
雪の国…バニラアイス+コーンフレーク+ラムネゼリー＋アラザン
不思議の国…バニラ＆ストロベリーアイス+コーンフレーク+いちごゼリー
＋カラースプレー

チョコレートの国 600 円/映画の国 550 円/紅茶の国 500 円（税込）
チョコレートの国…アイスココア+ホイップクリーム⁺チョコレートソース
映画の国…ストロベリーホワイト+巨峰キュラソー+いちごゼリー+巨峰ゼリー
紅茶の国…ホットレモンティー+シナモンシュガー

◆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。
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。
可愛いミニキャライラストを使用した「トレーディング缶バッジ」や、「トレーディングアクリルスタンドキーホルダー」、ウイ
ンターパ―ティにちなみ、冬らしい衣装をまとった王子様たちの「アクリルスタンド」などを販売します。
3,000円(税込)毎のお買い上げで貰える招待状カード(全14種)には王子様からのメッセージが！

▲3,000 円毎のお買い上げで
招待状カード（全 14 種）を 1 枚プレゼント
※絵柄はお選びいただけません。
トレーディングアクリルスタンド（全 14 種）800 円（税込）
※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 1,600 円（税込）

トレーディング缶バッジ（全 14 種）500 円（税込）
※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◆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、「コンパクトミラー」や「ミニ色紙」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
【対象機種】ジョイポリ de ポン！
【料金】カーニバルコイン(1枚：300円)

プリンセスレッスン 賞：ポストカード(全 12 種)
※絵柄はお選びいただけません。

月覚醒 賞：ミニ色紙(全 7 種)

太陽覚醒 賞：缶バッジ(全 5 種)
※絵柄はお選びいただけません。

愛情突破 賞：コンパクトミラー（全 5 種）

◆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！

ジョイポリ de ポン！イメージ

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、
王子様たちのパスケースをご用意。好きなアトラクションに1回乗れるチケットにはイラストタッチの衣装モチーフを使用し
たパスケースが付きます。
【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(王子様 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(モチーフ ver.)：大人 2,500 円 小中高生：2,200 円

パスポートノベルティ

□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。

アトラクション１回券ノベルティ
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- INFORMATION◆王子様たちが「あなた」だけのために。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王子様と二人きりになれ、「あなた」だけのために
語りかけるデジタルコンテンツが登場。可愛いミニキャラ ver.も！
【場所】2nd Floor カーニバルゲームコーナー横
【声の出演】「ウィル(CV 石田彰)」「ジョシュア(CV 森久保祥太郎)」
「チェシャ猫・ナビ(CV 山下大輝)」「フロスト(CV 新垣樽助)」「リカ(CV 興津和幸)」

◆王子様たちがコラボのおススメ！館内アナウンスも！
王子様たちは、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
【声の出演】「ジョシュア(CV 森久保祥太郎)」「チェシャ猫・ナビ(CV 山下大輝)」

デジタルコンテンツイメージ

「フロスト(CV 新垣樽助)」「ウィル(CV 石田彰)」「リカ(CV 興津和幸)」

「夢王国と眠れる 100 人の王子様 in JOYPOLIS Winter Party」
特設サイト：http://tokyo-joypolis.com/event/yume100_jp/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＞

◆「夢王国と眠れる100人の王子様 in JOYPOLIS Winter Party」：© GCREST, Inc.

＜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）、小松 TEL： 03-3571-5204 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

□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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