- INFORMATION-

2019年1月28日
CAセガジョイポリス株式会社

進撃×ジョイポリス、コラボイベント絶賛開催中！

「進撃の巨人 attack on titan
in JOYPOLIS- Season 3 -」
2020年2月11日(火)より、イベント第2弾がスタート！
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）まで開催しております。
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。今回は、第2弾からの追加施策を公開！
第2弾からスタートするアトラクションコラボをはじめ、
追加登場となるオリジナルグッズやフードメニューなど、テ
ーマパークならではの試みが目白押しです！引き続き、
「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！
『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。
＜イベントキービジュアル＞

◆「進撃の巨人 THE ATTRACTION ～決断～」にノベルティステッカーが追加登場！
2019年12月19日にオープンした新アトラクション「進撃の巨人THE ATTRACTION ～決断～」
にて、ご利用いただいた方にプレゼントするノベルティのステッカーが追加されます。
さらに、全てのステッカーを集めた方には、ステッカーケースを追加でプレゼント。
進撃の巨人の世界を踏襲したオリジナルストーリーで展開される新アトラクションを
ぜひご体験ください！
【アトラクション情報】
●名称：「進撃の巨人 THE ATTRACTION ～決断～」
●タイプ：アテンド型ウォークスルーアトラクション
●場所：3rd Floor
●所要時間：約14分
●料金：600円※パスポート利用可

ノベルティ ステッカーケースイメージ

ノベルティステッカーイメージ(全 6 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。

アトラクションキービジュアル

◆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。
第2弾からは、「Season 2」にて上映したスペシャルショーのリバイバル上映も実施。
【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。

2015 年イベント実施の様子

□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◆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！
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。
「心臓を捧げよ」を含む、「進撃の巨人」の楽曲に合わせ、回転技を決めるスリルは、
まるで立体機動装置。プレイ中には、 キャラクターの限定ボイスも楽しめます。
【場所】1st Floor ハーフパイプ トーキョー
【料金】1回900円 ※パスポート利用可
【期間】2020年2月11日～2020年4月5日

◆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！

ハーフパイプ トーキョー イメージ

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、エレン・ミカサ・リヴァイ・ハンジ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
【期間】2020年2月11日～2020年4月5日

ジョイポリ探検隊 フレームイメージ

◆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
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
「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。

◆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。 第2弾からは、ゆらゆらアクリルスタンド、ミ
ニクッション、クリアファイル、オリジナルボーロが追加で登場！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。
【場所】1st Floor JP STORE
【期間】2020年2月11日～2020年4月5日

オリジナルボーロ(全 4 種) 各 350 円（税込）

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のため
絵柄はお選びいただけません。

ミニクッション 1,500 円（税込）

A4 クリアファイル 600 円（税込）

トレーディングゆらゆらアクリルスタンド（全 16 種）850 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。

□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-

◆オリジナル景品をゲット！カーニバルゲームコーナーとのコラボ！
2nd Floor「カーニバルゲームコーナー」とのコラボレーションを実施します。
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。
第2弾からは、ポチ袋や過去実施したイベント「Season 1」、「Season 2」、
今回「Season 3」のキービジュアルを使用したクリアファイルを追加で展開。
【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：トレーディングポチ袋 (全15種)
・中当たり：A5クリアファイル(全3種)
・大当たり：A3クリアファイル(全1種)
【期間】2020年2月11日～2020年4月5日

大当たり：A3 クリアファイル

中当たり：A5 クリアファイル（全 3 種）

小当たり：トレーディングポチ袋（全 15 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。

◆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】2020年2月11日～2020年4月5日

ヒストリア女王のホワイトオムライス
1,600(税込)

ウォール・ピザ・トースト 1,450(税込)

ハンジの解剖実験パイ
1,050(税込)

リヴァイ兵長の
新感覚チーズミルクティー
900(税込)

炎の水
900(税込)

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

□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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◆ステッカー付きのカラードリンクを販売！
2nd Floor「D-ラウンジ」では、ステッカー付きのカラフルなパチパチキャンディ入りのカラードリンクを販売します。
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】2nd Floor D-ラウンジ
【期間】2020年2月11日～2020年4月5日

左から：ハンジドリンク、エレンドリンク、ミカサドリンク、リヴァイドリンク

ノベルティステッカー(全 4 種)

各 600 円(税込)

「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
]
＜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＞
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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