- INFORMATION-

2020年1月10日
CAセガジョイポリス株式会社

東京ジョイポリスに初音ミクが帰ってくる！

「初音ミク DAIBA de DIVA MEGA39's」
ミニライブやアトラクションで「Project DIVA MEGA39's」の世界に浸ろう！
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、Nintendo Switch™用ソフトウェア『初音ミク Project DIVA MEGA39's』とのコラボイベントを
2020年1月20日（月）から2020年3月9日（月）まで、開催いたします。今回のイベントは、『初音ミク Project DIVA
MEGA39's』の発売と、『SEGA feat. HATSUNE MIKU Project(初音ミク×セガ プロジェクト)』10周年を記念して開催され
る特別なイベントです。華麗に踊る初音ミクのステージをはじめ、オリジナルグッズはもちろん、アトラクションやフードメニュ
ーのコラボなど、テーマパークならではの試みが目白押しです！
『初音ミク Project DIVA MEGA39's』とは
『初音ミク Project DIVA MEGA39's』は、2020 年 2
月 13 日（木）発売予定の Nintendo Switch™用ゲーム
ソフトです。
本作ではシリーズ初収録楽曲を含む、10 年間の
歴史を彩った 100 曲に、kz（livetune）氏書き下ろしの
テーマソング「Catch the Wave」を 加えた全 101 曲を
収録。 また、リズムゲームは従来の遊び方に近い
「アーケードモード」に加え、Nintendo Switch™ならで
はの新ゲームモード「ミックスモード」を追加しました。
さらに、PV はアニメ調のタッチにリニューアルし、
見た目にも新しい可愛さ・格好良さが楽しめます。

＜メインビジュアル＞

Illustration by iXima

◆東京ジョイポリスでしか観られないスペシャルミニライブを上演！
館内のメインステージでは、スペシャルミニライブを上演！
東京ジョイポリスでしか観ることの出来ないスペシャルなステージです。
今回は「初音ミク Project DIVA MEGA39’s」の主題歌「Catch the Wave」に加え、
「エイリアンエイリアン」、「ヒバナ」が登場！
時間帯により、異なるプログラムのショーを展開します。
【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。
【曲目】
14時～

1月20日(月)～2月10日(月)
「ワールドイズマイン」（Music & Lyrics by ryo）
「ロミオとシンデレラ」（Music & Lyrics by doriko）
「Catch the Wave」（Music & Lyrics by kz(livetune) ）

17時～

「裏表ラバーズ」（Music & Lyrics by wowaka）
「ミラクルペイント」（Music & Lyrics by OSTER project）
「Catch the Wave」（Music & Lyrics by kz(livetune) ）

19時～

「Weekender Girl」（Music by 八王子P Lyrics by kz）
「ゴーストルール」（Music & Lyrics by DECO*27）
「Catch the Wave」（Music & Lyrics by kz(livetune) ）

前回ミニライブの様子

2月11日(火)～3月9日(月)
「Tell Your World」（Music & Lyrics by kz）
「千本桜」（Music & Lyrics by 黒うさ）
「39」（Music by sasakure.UK Lyrics by DECO*27）
「リンリンシグナル -Append Mix-」(Dios/シグナルP)
「スイートマジック」（Music & Lyrics by Junky）
「リモコン」（Music & Lyrics by じーざす（ワンダフル☆オポ
チュニティ！））
「エイリアンエイリアン」（Music & Lyrics by ナユタン星人）
｢ヒバナ｣（ Music by DECO*27 Lyrics by DECO*27、Mes）
「Catch the Wave」（Music & Lyrics by kz(livetune) ）

◆ジョイポリス初！ジョイポリスの制服を着た、ミクダヨーの描き下ろしイラスト登場！
本コラボレーションでは、ジョイポリスの制服を着た「ミクダヨー」の描き下ろしイラストが登場します。
イベント限定のデザインはファン必見！こちらのイラストは、オリジナルグッズやアトラクションなど
館内各所に登場いたします。
ミクダヨー 描き下ろしデザイン
© CFM/SEGA/GSC

□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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◆ジョイポリスの2大絶叫アトラクションとのコラボを実施！
東京ジョイポリスの2大絶叫アトラクション、「ハーフパイプ トーキョー」と、「撃音 ライブ コースター」とのコラボレーション
を期間を分けて実施いたします。楽曲に合わせて楽しめる2つのアトラクションでは、過去にジョイポリスのミニライブで
上映した楽曲に加え、今回のミニライブで新たに登場した「Catch the Wave」、「エイリアンエイリアン」、「ヒバナ」を収録。
テーマパークならではのアトラクションコラボをお楽しみ下さい！
【楽曲リスト】
「ワールドイズマイン」（Music & Lyrics by ryo）
「ロミオとシンデレラ」（Music & Lyrics by doriko）
「リモコン」（Music & Lyrics by じーざす（ワンダフル☆オポチュニティ！））
「裏表ラバーズ」（Music & Lyrics by wowaka）
「ミラクルペイント」（Music & Lyrics by OSTER project）
「Weekender Girl」（Music by 八王子P Lyrics by kz）
「ODDS＆ENDS」（Music & Lyrics by ryo）
「タイムマシン」（Music by 40mP Lyrics by 164）
「ゴーストルール」（Music & Lyrics by DECO*27）
「スイートマジック」（Music & Lyrics by Junky）
「ハジメテノオト」（Music & Lyrics by malo）
「39」（Music by sasakure.UK Lyrics by DECO*27）
「千本桜」（Music & Lyrics by 黒うさ）
「Tell Your World」（Music & Lyrics by kz）
「Catch the Wave」（Music & Lyrics by kz(livetune) ）
「エイリアンエイリアン」（Music & Lyrics by ナユタン星人）
「ヒバナ」（Music by DECO*27 Lyrics by DECO*27、Mes）

人気 No.1 アトラクション「ハーフパイプ トーキョー」とコラボレーション！
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。
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！
※2月10日(月)にて終了となります。ご注意ください。
【期間】2020年1月20日(月)～2020年2月10日(月)
【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

「撃音 ライブ コースター」をジャック！音ゲーコースターとのコラボ！
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。
人気楽曲が流れる中、リズムに合わせてゲームを楽しめる体感型のアトラクションです。
まるで「Project DIVA」とコースターを掛け合わせた様なアトラクションをお楽しみ下さい！
※2月11日(火)から開始となります。ご注意ください。
【期間】2020年2月11日(火)～2020年3月9日(月)
【場所】1st Floor撃音 ライブ コースター
【料金】900円 ※パスポート利用可

撃音 ライブ コースター 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「Project DIVA MEGA39's 」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

◆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！

占い結果用紙デザイン（全 3 種）
※絵柄はお選びいただけません。

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、それぞれにオリジナルデザインをご用意いたしました。
【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
・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
アトラクション 1 回券
ノベルティ

パスポート 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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- INFORMATION◆イベント限定デザインのグッズがたくさん登場！オリジナルグッズの販売！
イベント限定のオリジナルデザインを使用した、オリジナルグッズを販売します。iXima氏描き下ろしのキュートなイラスト
をはじめ、描き下ろしの「ミクダヨー」イラストを使用した東京ジョイポリスならではのグッズをご用意。さらに！「ミク」にち
なんで、3,900円(税込)以上のお買い上げ毎にオリジナルポスターを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 3 種）各 800 円(税込)

初音ミク DAIBA de DIVA MEGA39's
であそんできましたラングドシャ（全 1 種）880 円（税込）
※発売日未定(確定次第、特設ページにてお知らせします。) アクリルスタンド（全 2 種）各 1,600 円（税込）

T シャツ（全 1 種）3,300 円（税込）
いめーj
トレーディングアクリルチャーム（全 12 種）800 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。

トレーディングダイカットステッカー（全 8 種）600 円（税込）
A4 クリアファイル（全 2 種）各 650 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。

缶バッジ（全 16 種）1 回 300 円（税込）※カプセルトイでの販売です。
※ランダムでの販売のため絵柄はお選びいただけません。

お会計 3,900 円(税込)以上でオリジナルポスターをプレゼント。
※缶バッジはカプセルトイでの販売のため、対象外です。

□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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◆コラボフードを販売！

3rd Floor「フレームカフェ」では、キャラクターそれぞれをイメージしたメニューを販売。目で見て味わって、「Project
DIVA」の世界観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ランダムで
1枚お付けします。（絵柄はお選びいただけません）
【場所】3rd Floor フレームカフェ

◆ステッカー付のオリジナルドリンクを販売！
2ndFloor「D-ラウンジ」では、ステッカー付きのオリジナルドリンクを販売。
各メニュー1点ご注文につき、ステッカーを1枚プレゼントします。
※2月10日(月)にて終了となります。ご注意ください。
【期間】2020年1月20日(月)～2020年2月10日(月)
【場所】2nd Floor D-ラウンジ

オリジナルドリンク ノベルティステッカー
左から：ミクダヨーver./初音ミク ver.

オリジナルドリンク
左から：ミクダヨーver./初音ミク ver.
各 550 円（税込）

◆カラフルな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。
各メニュー注文時にノベルティステッカー全5種から1枚をランダムでプレゼントします。
※2月11日(火)から開始となります。ご注意ください。
【期間】2020年2月11日(火)～2020年3月9日(月)
【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 5 種）

オリジナルフロート（全 5 種）各 600 円（税込）

◆コラボデジタルコンテンツが登場！
キャラクターたちと記念撮影が楽しめるデジタルコンテンツが登場。
人気モジュール姿のキャラクターたちが登場します！
【料金】無料

デジタルコンテンツイメージ
いめーj

「初音ミク DAIBA de DIVA MEGA39's」
特設サイト： https://tokyo-joypolis.com/event/SFHMP10_DdDIVA/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＞

◆「初音ミク Project DIVA MEGA39's」：

□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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