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- INFORMATION- 

 

 2019年 12月 4日 
CAセガジョイポリス株式会社 

進撃×ジョイポリス、2年ぶり3度目のコラボレーション！ 

「進撃の巨人 attack on titan 
 in JOYPOLIS- Season 3 -」  

新アトラクション、ステージショー、グッズなどイベント詳細を公開！ 

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TVアニメ「進撃の巨人」と2年ぶり3度目となるコラボレーションイベント「進撃の巨人 

attack on titan in JOYPOLIS- Season 3 -」を、2019年12月19日（木）から2020年4月5日（日）まで開催いたします。 

オリジナルグッズやフードはもちろん、ステージではスペシャルショーの上映、そして待望の新コラボアトラクションの登場な

ど、テーマパークならではの試みが目白押しです！ 

期間も内容も特大ボリュームとなる本イベントでは、

第1弾(2019年12月19日～2020年2月10日)と

第2弾(2020年2月11日～2020年4月5日)でコン

テンツを分け、長期間新鮮に楽しめる内容で展開。

本リリースでは、第1弾の詳細を公開！「進撃の巨人」

の世界観に染まった東京ジョイポリスを、どうぞお楽

しみください！ 

 

◆待望の新アトラクション「進撃の巨人 THE ATTRACTION ～決断～」が登場！ 
「進撃の巨人」の世界を踏襲したオリジナルのストーリーで展開される、 
アテンド型のウォークスルーアトラクションが登場！ 
音響や照明、特殊効果のギミックに加え、映像や造形でリアルサイズに再現された 
巨人や衣装を纏った案内役の演技、キャラクターたちの登場により、 
まるで「進撃の巨人」の世界に入り込んだような圧倒的な没入感と、 
アトラクションならではの驚きや楽しみを味わう事ができます。 
さらに、道中のゲストの「選択」によってルートと演出が変わり、 
何度もお楽しみいただける内容となっております。 
●名称：「進撃の巨人 THE ATTRACTION ～決断～」 
●オープン日： 未定 
●所要時間：約14分 
●ご利用料金：600円（パスポート利用可） 
 
 

◆大迫力のスペシャルショーを開催！ 
館内のメインステージでは、スペシャルショーを開催！「進撃の巨人」Season 3を編集した 

ダイジェストを、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味わえない大迫力でお楽しみいただけます。 

【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。 

＜イベントキービジュアル＞ 

『進撃の巨人』とは 

巨人がすべてを支配する世界で巨人との攻防を描いた、講談

社刊行『別冊少年マガジン』で連載中の、全世界で累計発行

部数8000万部を超えた大人気少年漫画。2013年にはアニメ化

され人気を博し、劇場版の公開やゲーム化など、幅広いメディ

アにて展開。2019年4月末からは、「進撃の巨人」Season 3が

放送された。 

アトラクションキービジュアル アトラクションロゴ 

2015年イベント実施の様子 
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- INFORMATION- 

 

撃音 ライブ コースター イメージ 

Spicy Taxi イメージ 

Spicy Taxi イメージ 

 

◆世界初の音ゲーコースター「撃音 ライブ コースター」とコラボ！ 
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。 

初の「進撃の巨人」仕様となるコースターをぜひお楽しみ下さい。 

【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 

   【期間】2019年12月19日～2020年2月10日 

 

◆新アトラクション「Spicy Taxi」が、「進撃の巨人」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」との 

コラボレーションを実施します。 

「進撃の巨人」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エレン・ミカサ・リヴァイ・ハンジが担当します。 

【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 

【期間】2019年12月19日～2020年2月10日 

 
◆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 
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 
「進撃の巨人」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 

【期間】2019年12月19日～2020年4月5日 

 
◆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、年間パスポートを合わせて、4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 

・「年間パスポート」+ノベルティパスケース：大人 14,000 円 小中高生：11,000 円 

【期間】2019年12月19日～2020年4月5日 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

「フォーチュンフォレスト」占い結果診断用紙イメージ(全 3種) 

※絵柄はお選びいただけません。 

※第 2弾(2020年 2月 11日～2020年 4月 5日)から 

デザインが変更になります。 

「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 

「年間パスポート」 

 ノベルティ 

年間パスポート デザインイメージ 

(全 11種) 
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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！ 
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、人気のアクリルスタン

ドに加え、 ラングドシャや缶入りキャンディなどお土産にもピッタリな商品を展開！また、 3,000円(税込)お買い上げ毎に、

カレンダーカードをランダムで1枚プレゼントします。 

さらに、第2弾(2020年2月11日～2020年4月5日)にて、追加グッズも登場予定です。お楽しみに！ 

【場所】1st Floor JP STORE 

【期間】2019年12月19日～2020年4月5日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4クリアファイル 600円（税込） 

アクリルスタンド（全 4種）各 1,300円（税込） 

いめーj 

トレーディングスクエア缶バッジ（全 16種）500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。 

トートバッグ 1,800円（税込） 

いめーj 

ダイカットステッカー（全 16種）各 400円（税込） 

いめーj 

缶入りキャンディ（全 4種）各 800円（税込） 

いめーj 

東京ジョイポリスを進撃してきましたラングドシャ 

880円（税込） 

缶バッジ（全 20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。  

※カプセルトイでの販売です。 

グッズ特典：カレンダーカード (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。 

4 

 

- 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 
2nd Floor「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、東京ジョイポリス限定のオリジナル景品がもらえます。 

さらに、第2弾(2020年2月11日～2020年4月5日)にて、追加景品も登場予定です。 

【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】 ・参加賞：ポストカード(全17種)  

・小当たり：トレーディングアクリルクリップ(全16種)  

・中当たり：まめ色紙(全7種) 

・大当たり：ビッグ缶バッジ(全1種) 

 【期間】2019年12月19日～2020年4月5日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆カラフルなコラボ限定オリジナルフロートを販売！ 

1ｓｔ Floor「ディッピンドッツアイスクリーム」では、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 

【期間】2019年12月19日～2020年2月10日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「進撃の巨人」Season3主題歌をイメージしたドリンクを販売！ 
2nd Floor「D-ラウンジ」では、「進撃の巨人」Season3主題歌をイメージした 

ドリンクメニュー「レッドスワン」を販売。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 

【期間】2019年12月19日～2020年4月5日 

 

 

小当たり：トレーディングアクリルクリップ（全 16種） 

※ランダムでのお渡しのため絵柄はお選びいただけません。 

参加賞：ポストカード（全 17種） 

※ランダムでのお渡しのため 

絵柄はお選びいただけません。 

中当たり：まめ色紙（全 7種） 

大当たり：ビッグ缶バッジ 

左から：ハンジフロート、エレンフロート、ミカサフロート、リヴァイフロート 

各 600円(税込) 

ノベルティステッカー(全 4種) 

ノベルティステッカー レッドスワン 

500円(税込) 
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リアル謎解きゲーム 

「謎の古代遺跡から生還せよ！」 

メインビジュアル 

 

◆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、「進撃の巨人」の世界を身近に感じる

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11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 

 【期間】2019年12月19日～2020年2月10日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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キャラクター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！ 
エレン・ミカサ・リヴァイ・ハンジの4人が、館内放送にも登場！ 

スペシャルショーの告知や、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。 

 

◆進撃の巨人×リアル謎解きゲーム「謎の古代遺跡から生還せよ！」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にあるヒントを頼りに謎を解きます。 

登場キャラクターと交わす会話を手がかりに謎を解き、ストーリーを進めていくことで、 

自分が作中の登場人物になったかのような没入感を味わうことができます。 

また、クリアすると調査兵団の軍支給品をイメージした限定デザインの 

クリア特典「絆創膏」が貰えます！ 

 

■あらすじ：壁外調査中、突然現れた多数の巨人。 

混乱の中、『ジョイポリス』と呼ばれる遺跡に籠城する。 

――このままじっとしていても、巨人のエサになるのは確実。 

「オイ・・・ガキ共・・・これは・・・どういう状況だ？」 

あなたのスマホを使い調査兵団の仲間達と会話する、リアル謎解きスマホゲーム。 

この残酷な世界から仲間とともに生還せよ！ 

■開催期間：2019年12月19日(木)～2020年4月5日(日)  

■参加料金：1名1,500円(税込) 

■受付場所：1st Floor「JPストア」 

ウォール・ワッフル ～壁の中への侵攻～ 

(左：全体/右：中身) 
リヴァイ兵長のブランチベーグル 

ヒストリア女王の即位に乾杯 美しい初めて見た海 ノベルティ クリアコースター(全 11種)  

※ランダムでのお渡しのため絵柄はお選びいただけません 

デジタルコンテンツ イメージ 
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◆コラボ期間中に誕生日を迎えるキャラクター5名を全力でお祝い、バースデー企画実施！  

コラボ期間中に誕生日を迎える、リヴァイ(12月25日)、ベルトルト(12月30日)、ヒストリア(1月15日)、ミカサ(2月10日)、 

エレン(3月30日)の5名を祝う、 バースデー企画を開催します！ 

   

① バースデー限定メニューの販売 

 バースデー当日限定でデザートメニュー「バースデーカップ」を販売します。 

ご注文時にバースデー限定のステッカーをプレゼント！  

【場所】2nd Floor D-ラウンジ 

【販売期間】   リヴァイ：12月19日（木）～12月25日（水） 

           ベルトルト：12月23日（月）～12月30日（月） 

       ヒストリア：1月8日（水）～1月15日（水） 

      ミカサ：2月3日(月)～2月10日(月) 

       エレン：3月23日(月)～3月30日(月)  

 

② バースデーメッセージボードの設置 

 バースデーボードを設置し、各キャラクターへのお祝いコメントを募集します。 

  【書き込み期間】   リヴァイ：12月19日（木）～12月25日（水） 

              ベルトルト：12月23日（月）～12月30日（月） 

           ヒストリア：1月8日（水）～1月15日（水） 

         ミカサ：2月3日(月)～2月10日(月) 

          エレン：3月23日(月)～3月30日(月) 

※展示期間はコラボイベント終了時までとなります。 

 

③ バースデーショーで各キャラクターをお祝いするメッセージを上映！ 

   お誕生日のお客さまをお祝いするバースデーショー、 誕生日当日に限り各キャラクターへのお祝いメッセージ 

を上映します。 ショー終了後は、当日限定バースデーVer.のビジュアルで写真撮影も。  

【場所】1st Floor メインステージ 

【開催日】   リヴァイ： 12月25日（水） 13：00/18：30 

       ベルトルト：12月30日（月） 13：00/18：30 

   ヒストリア： 1月15日（水） 13：00/18：30 

     ミカサ： 2月10日(月)  13：00/18：30 

      エレン： 3月30日(月)  13：00/18：30 

 

◆さらに！キャンペーン施策も！ 

◆豪華声優陣のサイン入りポストカードが当たるチャンス！Twitter リツイートキャンペーン！  
2019年12月5日から2019年12月18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5名様に、梶裕貴さん（エレン・イェーガー役）、石川由依さん（ミカサ・アッカーマン役）、神谷浩史さん（リヴァイ役） 

朴璐美さん（ハンジ・ゾエ役）のサイン入りポストカード4枚セットをプレゼント！ 

■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、後日郵送でのお渡しとなります。 
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＜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＞ 

◆「進撃の巨人Attack on Titan in JOYPOLIS- Season 3 -」：©諫山創・講談社／「進撃の巨人」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＞ 

 

 

 

 

「進撃の巨人 attack on titan in JOYPOLIS- Season 3 -」 

特設サイト： https://tokyo-joypolis.com/event/shingeki_jp_3/index.html 

] 

 

 

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 

 

http://tokyo-joypolis.com/
http://tjp-sega.jp/
https://tokyo-joypolis.com/event/shingeki_jp_3/index.html
mailto:tjp-pr@kyodo-pr.co.jp

