- INFORMATION-

2018 年 12 月 10 日
CAセガジョイポリス株式会社

4年ぶりに彼らが帰ってくる！ジョイポリスでコラボイベント再び開催決定！

「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System
Case.JOYPOLIS REVIVAL」
遊園地ならではのアトラクションコラボや、回遊型の謎解きゲームも！
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、2014年夏、
冬に開催され、大好評を博した
大人気オリジナルSFアニメシリー
ズ『PSYCHO-PASS サイコパス』
とのコラボイベントを2018年12
月20日（木）から2019年3月17
日（日）まで開催いたします。コラ
ボアトラクションやコラボフード、グ
ッズなど東京ジョイポリスが
『PSYCHO-PASS サイコパス』世
界観に染まります。今回は、コラ
ボイベントの全容を公開。
＜イベントメインビジュアル＞ 宜野座 伸元/狡噛 慎也/須郷 徹平
『PSYCHO-PASS サイコパス』とは
2012年からスタートしたオリジナルTVアニメーションシリーズ。
人間の心理状態を数値化し管理する近未来を舞台に、犯罪に関する数値〈犯罪係数〉を測定する銃〈ドミネーター〉を持つ刑事たちが、
犯罪を犯す前の〈潜在犯〉を追うストーリー。
2014年にTVアニメ第二期を放送、2015年に劇場版アニメを公開し、その世界観を広げてきた。そして2019年――劇場版アニメ三部作としてその物語が再び動き始める。
３つの物語の舞台は約100年後の日本とアジア――そこでの現在、過去、未来に起きる事件が語られる。
事件に立ち向かうのは、規定値を超えた〈犯罪係数〉を計測された〈執行官〉と〈シビュラシステム〉に適性を見出された〈監視官〉という刑事たち。
犯罪を未然に防ぐために必要なものは、猟犬の本能か、狩人の知性か。事件は思わぬ事実を明らかにし、この世界のあり方を映し出す。
これまで語られていなかった『PSYCHO-PASS サイコパス』のミッシングリンクがついに紐解かれる。

◆大迫力のスペシャルショーを開催！ド派手な演出でダイジェストを上映！
メインステージでは、スペシャルショーを開催！
これまでのアニメシリーズ『PSYCHO-PASS サイコパス』のダイジェストと
映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System』の予告を上映します。
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演出で展開されるショーは臨場感抜群です。
さらに、ショーの前後には、「宜野座」「須郷」「狡噛」がアナウンスを担当、ショーを盛り上げます。
※2018年12月20日(木)～2019年1月10日(木)の期間は、過去イベントのステージショーをリバイバル上映いたします。
※アナウンスするキャラクターは、期間と時間によって異なります。
【場所】1st Floor メインステージ

□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。

過去実施したスペシャルショーの様子
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- INFORMATION◆『PSYCHO-PASS サイコパス』の世界観に包まれ絶叫ライドを体感！
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。
アニメシリーズ『PSYCHO-PASS サイコパス』の世界観に包まれ、
回転技を決めるスリルは他で味わえない感覚に。
乗車中は、「狡噛」が掛け声で盛り上げてくれます！
【場所】1st Floor ハーフパイプ トーキョー

ハーフパイプ トーキョーイメージ

【料金】800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『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System』仕様の
オリジナルフレームで記念撮影ができます！
撮影は「宜野座」が担当、オリジナルのシャッターボイスが聞こえます。
【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

いめーj

◆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
『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System』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

◆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

「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

コラボイベント3回目にして初の「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。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」やちみキャラ「アクリルクリップ」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】 ・中当たり：アクリルクリップ(全5種) （画像左上）
・小当たり：付箋 (全5種) （画像左中）
・参加賞：カレンダー風ポストカード(全12種) （画像左下）
※ランダムでのお渡しです。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◆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。キャラクターたちがジョイポリスの制服をクールに着こなす「ア
クリルスタンド」や、ちみキャラが可愛い「トレーディング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)毎のお買い上げで名札風カードをランダムで1枚プレゼント。
【場所】1st Floor JPストア

▲お会計 3,000 円(税込)毎に
名札風カードをランダムで 1 枚プレゼント。
トレーディング缶バッジ（全 9 種）500 円（税込）
※ランダム封入。絵柄はお選びいただけません。

トレーディングアクリルキーホルダー（全 6 種）750 円（税込）
※ランダム封入。絵柄はお選びいただけません。

アクリルスタンド（全 3 種）各 1,700 円（税込）

アタリ

A4 クリアファイルセット（全 2 種）各 600 円（税込）

缶入りキャンディ（全 2 種）各 750 円（税込）

◆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には、メ
インビジュア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みキャラのイラストを使用したパス
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(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(パスケースちみキャラ ver.)：大人 2,500 円 小中高生：2,200 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。
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- INFORMATION◆『PSYCHO-PASS サイコパス』初の「フレームカフェ」コラボが実現！コラボメニューが充実！
3rd Floor「フレームカフェ」では、コラボメニューを販売。「須郷」の好きなかつ丼を捜査中も片手で食べられるように
したライスバーガーや、「宜野座」のイメージカラーに合わせた抹茶のデザートメニューなど、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8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

スクエアクリアコースター（全 8 種）
※ランダム封入。絵柄はお選びいただけません。

◆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、各キャラクターをイメージしたカラフルなフロートアイスを販売します。
ご注文のフロートアイスのカップと同じデザインのノベルティステッカーをプレゼント。
【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 3 種）

カラーフロート（全 3 種）各 650 円（税込）
宜野座：メロンソーダ+バニラアイス/狡噛：ラムネソーダ+バニラアイス/須郷：ブルーソーダ+バニラアイス

□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、ドミネーターが作動し、犯罪係数が計られるデジタル
コンテンツが登場。あなたの犯罪係数に応じてキャラクターボイスが変わります。
【場所】1st Floor メインステージ前

◆キャラクターたちがコラボのおススメ！館内アナウンスも！
キャラクターたちは、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！

デジタルコンテンツイメージ

東京ジョイポリスエントランス、自動扉が開くとキャラクターたちが、
クールなウェルカムボイスでお迎えしてくれます。
【場所】東京ジョイポリス エントランス

◆展示スペースにはキャラクター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、キャラクターたちのスタンドパネルを
設置したフォトスポットを展示します。
【場所】3ｒｄ Floor マルチステージ

◆お誕生日を迎える霜月をお祝いするバースデー企画を実施！

マルチステージ装飾イメージ

期間中にお誕生日を迎える「霜月 美佳」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】霜月 美佳：2月14日(木)
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、霜月 美佳へお祝いコメントを募集します。
【書き込み期間】
2019年2月7日（木）～2月21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】2019年2月7日（木）～2月21日（木）

バースデーメッセージボード

●霜月美佳 バースデーデザート 700円(税込)
【場所】2nd Floor D-ラウンジ
フレンチトーストにバニラ＆ストロベリーアイスとチョコソースを添えたデザートメニュー。
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 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】2019年2月14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。
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- INFORMATION④ 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】2019年2月14日(木)

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霜月 美佳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】2019年2月14日(木)
13：00/18：30

◆リアル謎解き捜査ゲーム ×
PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System in JOYPOLIS「姿なき殺人者」開催！
ジョイポリス館内全域を使った、謎解きイベントを開催します。1st Floor「JP ストア」で
謎解きキットを購入後、スマートフォンを使用して館内を周り、謎を解きます。
「狡噛」「宜野座」「縢」と共に、ジョイポリスで起こる事件を解決する、
回遊型の謎解きイベントです。
■あらすじ：無人飛行機操縦士を育てる軍事施設、通称『JOYPOLIS』
そこで操縦士候補生が何人も殺される事件が発生。
執行官のあなたは、狡噛執行官と縢執行官と共に捜査を始めるが……
「このままじゃ、ハチの巣にされるぞ！」
容赦なく牙をむく『見えない殺人者』真実を解き明かし、撃たれる前に執行せよ。
■開催期間：2019年1月11日(金)～3月17日(日)毎日開催※コラボイベント期間と異なります。
■参加料金：1名1500円(税込)
■受付場所：1st Floor「JP ストア」

「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.JOYPOLIS REVIVAL」
特設サイト：http://tokyo-joypolis.com/event/psycho-pass_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＞

◆「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.JOYPOLIS REVIVAL」：©PSYCHO-PASS Committee

＜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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