- INFORMATION-

2019 年 7 月 11 日
CAセガジョイポリス株式会社

国民的TVアニメ「忍たま」と「東京ジョイポリス」のコラボレーション！

「忍たま乱太郎 ジョイポリス
忍術学園ダンスコンクールの段」
コラボアトラクションやオリジナルグッズ等、イベントの全容を公開！

＜イベントキービジュアル＞

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、国民的TVアニメ「忍たま乱太郎」との
コラボレーションイベント「忍たま乱太郎 × ジョ
イポリス 忍術学園ダンスコンクールの段」を
2019年7月22日（月）から9月29日（日）まで
開催いたします。本稿ではイベントの全容を公
開！スペシャルショーやコラボメニュー、グッズ
展開は勿論、遊園地ならではのアトラクション
タイアップなど、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。この夏
は、乱太郎、きり丸、しんべヱと、各委員会か
ら選抜された総勢21名の「忍たま」たちが盛り
上げる東京ジョイポリスをお楽しみください。

『忍たま乱太郎』 とは
戦国時代を舞台に、乱太郎、きり丸、しんべヱの3人組を中心に描いた忍術学園の物語。
生徒は、忍者のたまご『忍たま』。りっぱな忍者になるには、まだまだ遠い道のりだけど、
忍たまたちの毎日は、明るく・楽しく・ゆかい、なのだ！

◆大迫力のスペシャルショーを上映！
メインステージでは、スペシャルショーを上映！
スクリーンに映し出される大迫力のショーは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ジョイポリスでしか見る事の出来ない、特別なショーとなり
ます。
【場所】1st Floor メインステージ
【料金】無料 ※「東京ジョイポリス」の入場料が別途必要です。
メインステージ イメージ

◆新アトラクション「Spicy Taxi」が、「忍たま」仕様に！
2019年春にオープンした、タイのタクシー「トゥクトゥク」型ライドに乗り
込む賞金かせぎレースアトラクション「Spicy Taxi」と
コラボレーションを実施します。
「忍たま」仕様になるのはライドの装飾だけではなく、
ゲームのナビゲートも乱太郎、きり丸、しんべヱが担当します。
【場所】1st Floor Spicy Taxi（スパイシータクシー）
【料金】1回600円 ※パスポート利用可
Spicy Taxi 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。

1

- 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。
乱太郎、きり丸、しんべヱの3人と一緒に不思議なからくりに乗って、
スリル満点の冒険の旅に出発！
【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

◆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！
ワイルドジャングル ブラザーズ
神秘的なルーン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「忍たま」仕様のデザインになります。

イメージ

【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(全 4 種) ※絵柄はお選びいただけません。

◆回遊型アトラクション「ジョイポリ探検隊 ダイーバの秘宝と謎の紋章」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 ダイーバの秘宝と謎の紋章」とのコラボレーションを実施します。
クリアするとイベント限定のオリジナルフレームで記念撮影ができます！さらに乱太郎、きり丸、しんべヱが記念撮影も
ナビゲート。限定のシャッターボイスで、盛り上がること間違いなしです！
【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(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！

)
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回券を合わせて、11種類のノベルティパスケースをご用意しました。

【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 乱太郎・きり丸・しんべヱ ver. or 各委員会ver.) ：大人5,200円 小中高生：4,200円
・「アトラクション1回券」入場+アトラクション 1 回券+ノベルティ(乱太郎・きり丸・しんべヱ ver. or モチーフ柄ver.) ：大人 2,700 円 小中高生：2,400 円

「パスポート」 ノベルティ (全 10 種)

「アトラクション 1 回券」 ノベルティ
(全 2 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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◆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「忍たま」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：ポチ袋(全21種)
・小当たり：缶マグネット（全10種）
・中当たり：ミニスタンドPOP（全21種）
・大当たり：トートバッグ(全2種)

参加賞：ポチ袋(全 21 種) ※ランダムでのお渡しとなります。

大当たり：トートバッグ(全 2 種)

小当たり：缶マグネット(全 10 種)

中当たり：ミニスタンド POP(全 21 種)

※ランダムでのお渡しとなります。

◆スタンプラリーを実施！
館内のアトラクションとカーニバルゲームで遊んでスタンプを集めると、
抽選会に参加できるスタンプラリーを実施します。
【場所】 館内各所
【料金】 無料（別途アトラクション・カーニバルゲームの料金が必要です。）

スタンプラリー用紙 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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◆ジョイポリスとのコラボ限定！オリジナルグッズの販売
オリジナルイラストを使用した、本コラボイベントの限定グッズを販売します。
人気のアクリルキーホルダーやクリアファイルもちろん、 ラングドシャやボーロなどのお土産にぴったりなアイテムを
展開！ 3,000円(税込)お買い上げ毎に、千社札シールをランダムで1枚プレゼントします。
【場所】1st Floor JP STORE

忍術学園ダンスコンクールの段で
あそんできましたラングドシャ
(全 1 種) 880 円（税込）
トレーディングアクリルスタンドキーホルダーA

トレーディングアクリルスタンドキーホルダーB

(全 10 種) 850 円(税込)
※ランダムでのお渡しとなります。

(全 11 種) 850 円(税込)
※ランダムでのお渡しとなります。

オリジナルボーロ(全 10 種) 各 350 円（税込）

グッズ特典：千社札シール(全 21 種)
3,000 円毎に 1 枚プレゼント。
※ランダムでのお渡しとなります。

A4 クリアファイル(全 4 種) 各 600 円(税込)

◆オリジナルデザインの缶バッジをカプセルトイで販売！

六角缶バッジ 一の段（全 11 種）300 円（税込）

六角缶バッジ 二の段（全 11 種）300 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。

※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。

※カプセルトイでの販売です。

※カプセルトイでの販売です。

※グッズ特典：千社札シールの対象にはなりません。

※グッズ特典：千社札シールの対象にはなりません。

□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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◆コラボカフェ！オリジナルのクリアコースターが付いた、コラボメニューを販売！
「フレームカフェ」では、「忍たま」にちなんだメニューを販売。目で見て味わって、「忍たま」を身近に感じる事が出来ま
す。各メニュー1点ご注文につき、ノベルティのクリアコースターを全21種からランダムで1枚お付けします。
【場所】3rd Floor フレームカフェ

しんべヱの満足ハヤシライス
with 用具委員会選抜 1,300 円（税込）

乱太郎のトマトスパゲッティ
with 保険委員会選抜 1,300 円（税込）

きり丸のとろ～りオムライス
with 図書委員会選抜 1,350 円（税込）

キラキラ 4 年生のパルフェ 950 円

さわやか 5 年生のフロート 800 円
（税込）

たたかう 6 年生のサンデー 950 円

ノベルティ クリアコースター(全 21 種) ※ランダムでのお渡しになります。

◆ステッカー付きのカラードリンクを販売！
「D-ラウンジ」では、学年ごとの制服にちなんだカラフルなドリンク、「忍たまカラードリンク」を販売。
各メニュー1点ご注文につき、ノベルティのステッカーを全21種からランダムで1枚お付けします。

忍たまカラードリンク(全 6 種) 各 600 円

ノベルティ ステッカー(全 21 種) ※ランダムでのお渡しになります。

□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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◆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忍たまたちが出てきてくれるデジタルコンテンツが登場。
一緒に写真撮影も可能！
【場所】2nd Floor カーニバルゲームコーナー前

◆コラボのおススメ情報！館内アナウンスも！
乱太郎、きり丸、しんべヱが、館内放送にも登場！
コラボイベントのオススメ情報を教えてくれます。
【場所】館内全体
デジタルコンテンツ イメージ

◆展示スペースの「ダンスステージ」を完成させよう！「お絵描きコーナーの段」！
3rd Floor 「マルチステージ」では、お絵描きコーナーが登場！
皆さんのイラストで、「マルチステージ」の装飾を完成させましょう！
【場所】3rd Floor マルチステージ
■注意事項
・すべてのイラストを掲出できない場合がございます。予めご了承ください。
・混雑状況によっては、絵を描くスペースが確保できない場合がございます。
・第三者の著作権その他権利・利益を侵害する又は侵害する可能性が高い作品、
特定の個人・団体を誹謗・中傷する作品、その他本企画に相応しくないと判断した
作品は掲出対象外となります。

マルチステージ 装飾イメージ

◆さらに！キャンペーン施策も！
◆「年間パスポート」&「ノベルティパスケース」が当たるチャンス！Twitter リツイートキャンペーンの段！
2019年7月11日から2019年7月21日の期間で、Twitterリツイートキャンペーンを行います。
東京ジョイポリスのTwitter公式アカウントをフォローし、キャンペーンツイートをリツイートしていただいた方の中から、
抽選で10名様に「年間パスポート」と、お好きなデザインの「ノベルティパスケース」をプレゼント！
■応募方法
①東京ジョイポリス公式Twitterアカウント（@TokyoJoypolis ）をフォロー
②公式アカウントから投稿される、キャンペーンの対象投稿をリツイート
■注意事項
※1. リツイートの確認が取れないアカウントは、対象外となります(非公開のアカウントなど）。
※2. ダイレクトメールを受信拒否設定にしている場合など、こちらから連絡が取れない場合は対象外とさせていただきます。
※3. プレゼントのお渡しは、東京ジョイポリス現地となります。

「忍たま乱太郎 × ジョイポリス 忍術学園ダンスコンクールの段」
特設サイト： http://tokyo-joypolis.com/event/nintama_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＞

◆「忍たま乱太郎 × ジョイポリス 忍術学園ダンスコンクールの段」：© 尼子騒兵衛/NHK･NEP

□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）4,500円、小・中・高生3,500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： 03-3571-5204 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：中林、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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