- INFORMATION-

2019年10月30日
CAセガジョイポリス株式会社

名古屋発のエンターテインメント集団「祭nine.」とのコラボレーション！

「祭nine. in JOYPOLIS」
アトラクションコラボやオリジナルグッズ、スペシャルライブ開催決定！

＜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、名古屋発のエンターテインメ
ント集団「祭nine.」とのコラボレーションイベン
ト「祭nine. in JOYPOLIS」を2019年11月20
日（水）から2020年1月13日（月・祝）まで開
催いたします。本イベントは、初の「祭nine.」
主演映画「祭りの後は祭りの前」公開を記念
して開催する、タイアップイベントです。人気
アトラクションとのコラボレーションをはじめ、
コラボメニューやオリジナルグッズなど、遊園
地ならではのコンテンツを展開。2019年11
月23日(土・祝)には、スペシャルミニライブ
を始めとした1日限定のイベントも開催いたし
ます。映画公開前からジョイポリスにて、お祭
り騒ぎで盛り上がりましょう！

『祭nine.』とは
BOYS AND MENの弟分、7人組エンターテイメント集団「祭nine.」
今年5月1日には令和元年初となる日本武道館でライブを開催！
甘いマスクからは想像も出来ないほどのアグレッシブなヴォーカル＆ダンス、そしてアクロバットパフォーマンスは超・必見！

◆ジョイポリスでしか見られないスペシャルショーを上映！
「祭nine.」のライブ映像を使用したスペシャルメドレーに、 プロジェクション
マッピングやレーザーなどの演出を加えた、ここでしか見られない特別な
スペシャルショーを上映します。
セットリストは、「ゴールデンジパングソウル」と、「有超天シューター」、
「みらい結び」の3曲。
スペシャルショーでは、サイリウムやうちわを使った盛り上げもOK。
皆さんで楽しみましょう！
【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

◆祭nine.の楽曲に合わせて絶叫ライドを体感！
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
東京ジョイポリスの1番人気アトラクション「ハーフパイプ トーキョー」との
コラボを実施します。「祭nine.」の楽曲を4曲収録。
人気楽曲に合わせ、回転技を決めるスリルは他で味わえない感覚に！
【場所】1st Floor ハーフパイプ トーキョー
【料金】900円 ※パスポート利用可

ハーフパイプ トーキョーイメージ

□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◆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。
出題された謎を5つ解き、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！
【場所】1st Floor ジョイポリ探検隊
【料金】600円 ※パスポート利用可
※こちらのコンテンツは、2019年11月25日からの実施となります。

ジョイポリ探検隊 イメージ

◆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「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「祭nine.」仕様のデザインに！
【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

◆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 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、アトラクション1回券の、2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 キービジュアルver.) ：大人5,400円 小中高生：4,400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 イベントロゴver.) ：大人 2,900 円 小中高生：2,600 円

「パスポート」 ノベルティ (全 1 種)

「アトラクション 1 回券」ノベルティ (全 1 種)

◆ユニットにちなんだ、コラボフードメニューを販売！
「D-ラウンジ」では、ユニット名「祭nine.」にちなんで、たこ焼き風ポテトやラーメンといった、屋台のようなフードメニュー、
「祭nine.セット」と、「祭nine.ラーメン」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1枚お付けします。
【場所】2nd Floor D-ラウンジ

祭 nine.セット
祭ドッグ(ホットドッグ)+祭ポテト(たこ焼き風ポテト)+ソフトドリンク
1,300 円(税込)

祭 nine.ラーメン
(カレーラーメン+プリント海苔)
800 円(税込)

□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-

◆楽曲にちなんだ、カラフルなコラボ限定オリジナルフロートを販売！
1ｓｔFloor「ディッピンドッツアイスクリーム」では、「祭nine.」の楽曲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。
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ランダムで1枚お付けします。
【場所】1st Floor ディッピンドッツアイスクリーム

オリジナルフロート(全 3 種)
ノベルティ ステッカー（全 7 種）

左から：「嗚呼、夢神輿フロート」、「有超天シューターフロート」、「ゴールデンジパングソウルフロート」

※ランダムでのお渡しとなります。

各 600 円(税込)

◆ジョイポリスとのコラボ限定！オリジナルグッズの販売
人気のアクリルキーホルダーをはじめ、お土産にピッタリな缶キャンディ、映画衣装での撮り下ろしのビジュアルやメッセ
ージが入ったポストカードなど本イベント限定の商品を展開！3,000円(税込)お買い上げ毎に、限定のポスターをランダ
ムで1枚プレゼントします。
【場所】1st Floor JP STORE

A4 クリアファイル(全 1 種) 各 620 円(税込)

缶入りキャンディ(全 2 種) 各 850 円（税込）

トレーディングアクリルキーホルダー (全 8 種) 750 円(税込)
※ランダムでのお渡しとなります。

ポストカードセット A（全 8 種セット) 500 円（税込）

ポストカードセット B（全 8 種セット) 500 円（税込）

グッズ特典：ポスター(全 7 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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- INFORMATION-

◆館内展示スペースにて、映画「祭りの後は祭りの前」の展示を実施！
3rd Floor のマルチステージでは、メンバーからのメッセージやサインの他、映画「祭りの後は祭りの前」に纏わる展示を
いたします。
【場所】3rd Floor メインステージ

◆11月23日(土・祝)「祭nine. in JOYPOLIS」開催記念スペシャルライブ！
本イベントの開催を記念して、11月23日(土・祝)1日限定のステージイベントを開催いたします。
イベントの内容は、ミニライブ開催の他、盛り上がる事間違いなしの内容を実施予定です！
詳細は近日中に、東京ジョイポリス公式ホームページにて発表いたします。
【開催日】 11月23日(土・祝) (※定員有り)
【場所】1st Floor メインステージ

◆いっしょにメンバーのお誕生日をお祝いしよう！バースデー企画！
イベント期間中に、お誕生日を迎えるメンバーをお祝いするバースデー企画を開催いたします。
【開催期間】 12月6日(金)～12月13日(金・お誕生日当日) ： 横山統威さん
12月19日(木)～12月26日(木・お誕生日当日) ： 寺坂頼我さん
1月5日(日)～1月12日(日・お誕生日当日) ： 野々田奏さん
①期間限定バースデーメニューの販売
バースデーステッカー付のお祝いドリンクを販売！
【場所】2nd Floor D-ラウンジ
②バースデーメッセージボードの設置
バースデーメッセージ用パネルを 設置！お祝いのメッセージを貼って、みんなでお祝いしよう！
【書き込み期間】開催期間のみ
【展示期間】2020年1月13日(イベント最終日)まで
③お誕生日当日限定！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のお祝いのメッセージを上映！
ショー終了後は、当日限定「祭nine.メンバーオリジナルver.のフォトスポット」が登場。※メンバーご本人の登場はございません。
【場所】1st Floor メインステージ
【開催時間】 13：00/18：30 ※お誕生日当日限定

「祭nine. in JOYPOLIS」
特設サイト： https://tokyo-joypolis.com/event/matsuri-nine_jp/index.html
＜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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