- INFORMATION-

2019年9月27日
CAセガジョイポリス株式会社

大人気アニメ作品「キンプリ」と「東京ジョイポリス」のコラボレーション！

「KING OF PRISM in JOYPOLIS」
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、劇場版＆TV作品「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」とのコラボレーションイベント「KING
OF PRISM in JOYPOLIS」を2019年10月15日（火）から11月24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！「応援」大歓迎のジョイポリスでしか見れない「スペシャルプリズムショー」をはじめ、コラボメニューやグッズ展開、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。この秋は、
プリズムスタァたちが華々しく活躍する東京ジョイポリスをお楽しみ下さい！
『KING OF PRISM』とは
2016年に劇場オリジナル作品として公開され、異例の大ヒットを記録した劇場版「KING OF PRISM by Pretty Rhythm」をはじめ、続編の劇場版
「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」に続き、2019年春から劇場版＆TV作品として「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」が公開されたアニメ作品。
作品の見どころは、フィギュアスケート、歌、ダンス、そして心の飛躍を型破りなイマジネーションで表現した「プリズムジャンプ」を組み合わせた「プリズ
ムショー」。そして、エンターテイメントショーに留まらない人間ドラマも魅力の所以です。

◆「応援」大歓迎！スペシャルプリズムショーを上映！
館内のメインステージでは、スペシャルプリズムショーを上映！
スペシャルプリズムショーでは、サイリウムやうちわを使った盛り上げOK。
そして勿論、「応援」も大歓迎！盛り上がること間違いなしのショーを、
皆さんで楽しみましょう。
セットリストは、「ナナイロノチカイ! -Brilliant oath-」と、「Shiny Seven Stars!」
の2曲。プロジェクションマッピングや照明、レーザーを 駆使した大迫力で
お届けする、ジョイポリスでしか見られないショーを是非ご覧ください！
【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。

メインステージ 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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◆「撃音 ライブ コースター」とのコラボレーション！
世界初の音ゲーコースター「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。
ライドに乗り込み、前半はライブ感覚でリズムゲームパート、
後半は迫力満点のジェットコースターとなる、体感型のアトラクションです。
「キンプリ」の楽曲で盛り上がる、最後のライブパートは爽快感抜群です！
【場所】1st Floor 撃音 ライブ コースター
【料金】1回900円 ※パスポート利用可

撃音 ライブ コースター イメージ

◆体感型冒険ライド「ワイルドジャングル ブラザーズ」で、「シン、ルヰ」と一緒に冒険！
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。シンとルヰの2人とオフロードカー型ライドに
乗って、スリル満点の冒険の旅「プリズムツアー」をお楽しみいただけます。
【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

◆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 イメージ

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「キンプリ」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(全 5 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、シンとルヰの2人が記念撮影もエスコート。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
※期間で記念写真のフレームが切り替わります。

「ジョイポリ探検隊」 フレームイメージ
左：2019 年 10 月 15 日～11 月 4 日、右：2019 年 11 月 5 日～11 月 24 日

□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。
)

2

- INFORMATION-

◆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、7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) ：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(パスケース) ：大人 2,700 円 小中高生：2,400 円

「パスポート」 ノベルティ (全 6 種)
※お好きなデザインをお選びいただけます。

「アトラクション 1 回券」
ノベルティ
(全 1 種)

◆さらに！ノベルティ付きチケットをお求めいただいた方に「メッセージカード」をプレゼント！
イベント限定のノベルティ付きチケットをお買い求めいただいた方には、プリズムスタァたち直筆のメッセージが入った
「メッセージカード」を、チケット1枚につきランダムで1枚プレゼントいたします。
また、「メッセージカード」は時期によってデザインが変更となります。メッセージの内容もお楽しみに！

「メッセージカード」 第 1 弾 (全 5 種)
2019 年 10 月 15 日 ～ 10 月 25 日

「メッセージカード」 第 2 弾 (全 5 種)
2019 年 10 月 26 日 ～ 11 月 4 日

※ランダムでのお渡しとなります。

※ランダムでのお渡しとなります。

「メッセージカード」 第 3 弾 (全 5 種)
2019 年 11 月 5 日 ～ 11 月 15 日
※ランダムでのお渡しとなります。

「メッセージカード」 第 4 弾 (全 5 種)
2019 年 11 月 16 日 ～ 11 月 24 日
※ランダムでのお渡しとなります。

□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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◆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「キンプリ」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：ポストカード(全15種)
・小当たり：トレーディングまめ色紙（全13種）
・中当たり：ミニうちわ（全13種）
・大当たり：ビッグ缶バッジ (全2種)

大当たり：ビッグ缶バッジ (全 2 種)

中当たり：ミニうちわ(全 13 種)

小当たり：トレーディングまめ色紙(全 13 種) ※ランダムでのお渡しとなります。

参加賞：ポストカード(全 15 種) ※ランダムでのお渡しとなります。

□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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◆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。
定番の缶バッジや、プリズムスタァたちがジョイポリスの制服を着たトレーディングアクリルスタンドキーホルダーに加え、
缶キャンディなどお土産にもピッタリな商品を展開！
3,000円(税込)お買い上げ毎に、チェキ風カードをランダムで1枚プレゼントします。
【場所】1st Floor JP STORE

缶入りキャンディ(全 4 種) 各 800 円（税込）

トレーディングアクリルスタンドキーホルダー (全 13 種) 850 円(税込)
※ランダムでのお渡しとなります。

A4 クリアファイル(全 1 種) 各 600 円(税込)
アクリルスタンド (全 13 種) 1,400 円(税込)

トレーディング缶バッジ (全 13 種) 550 円(税込)
※ランダムでのお渡しとなります。

グッズ特典：チェキ風カード (全 13 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。

□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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◆キンプリカフェ！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、作品をイメージしたメニューを販売。目で見て味わって、「キンプリ」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13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

ふわとろオムライス feat. Edel Rose
1,400 円（税込）

カラフルパスタ feat. Over The Rainbow
1,350 円（税込）

ブラックカレー feat. Schwarz Rose
1,400 円（税込）

Edel Rose のキャラメルムース
1,200 円（税込）

Over The Rainbow のカラフルソーダ
800 円（税込）

Schwarz Rose の珈琲ゼリーラテ
900 円（税込）

ノベルティ クリアコースター(全 13 種) ※ランダムでのお渡しになります。

◆ステッカー付きのデザートドリンク＆ホットドッグを販売！
「D-ラウンジ」では、デザートドリンク「あま～いウェルカムドリンク」と、劇中でシンとルヰの2人が訪れた「プリズムランド」
をイメージした、「思い出のPrism Landドッグ」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13種からランダムで1枚お付けします。

あま～いウェルカムドリンク (全 3 種) 各 550 円(税込)
左から：Edel Rose/Over The Rainbow/Schwarz Rose

思い出の Prism Land ドッグ 550 円(税込)

ノベルティ ステッカー(全 13 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プリズムスタァ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】1st Floor メインステージ前

◆その他にも…！館内アナウンスとウェルカムボイスも！
シンとルヰの2人が、館内放送にも登場！
スペシャルプリズムショーの告知や、コラボイベントの紹介をしてくれます。
さらに東京ジョイポリス入口の自動扉前から、ウェルカムボイスでお出迎えも。

デジタルコンテンツ 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！
2019年9月27日から2019年10月14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。

「KING OF PRISM in JOYPOLIS」
特設サイト： http://tokyo-joypolis.com/event/kinpri_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＞

◆「KING OF PRISM in JOYPOLIS」：
©T-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/キングオブプリズムSSS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）4,500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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