- INFORMATION-

2020年3月13日
CAセガジョイポリス株式会社

「名探偵コナン」×「ジョイポリス」、イベントの詳細を公開！

「名探偵コナン in JOYPOLIS 湾岸の楽園都市」
2020年3月20日(金)よりイベントスタート！

＜メインビジュアル＞

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、2020年4月
17日(金)に劇場版「名探偵コナン 緋色の弾丸」を公
開する、人気TVアニメ「名探偵コナン」とコラボレーショ
ンしたイベント「名探偵コナン in JOYPOLIS 湾岸の楽
園都市(ジョイポリス)」を2020年3月20日（月）から6
月14日（日）まで開催いたします。(※東京ジョイポリ
スの臨時休館期間延長に伴い、開催期間が変更と
なりました。また、一部コンテンツは、4月上旬からス
タートいたします。)
本イベントでは、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
らではの試みを展開いたします。今回はイベントの詳
細と、描き下ろしとなるSDキャライラストを公開！「名
探偵コナン」に包まれた楽園都市、東京ジョイポリスを
お楽しみ下さい！

◆ファン必見！イベント限定の描き下ろし「SDイラスト」が登場！
本イベントでは、イベント限定の描き下ろし「SDイラスト」が登場します。ジョイポリスの制服をモチーフにした限定デザイ
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します！

＜描き下ろし SD イラスト＞

◆2020年4月27日(月)より、「SDイラスト第2弾」が追加登場！
2020年4月27日(月)より、「江戸川コナン、赤井秀一、沖矢昴、世良真純、灰原哀」5名の新たなSDイラストが追加登場し
ます。また、SDイラスト第2弾を使用したグッズや景品も登場予定です。詳細は後日公開いたしましので、お楽しみに！
□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◆体感型冒険ライド「ワイルドジャングル ブラザーズ」とのコラボ！
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。
阿笠博士が開発したジャングルツアーアトラクションを、少年探偵団たちと
体験することができます。
沖矢昴が運転するオフロードカーに乗って、スリル満点の冒険の旅に出発！
【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
ワイルドジャングル ブラザーズ イメージ

◆トゥクトゥク型レースアトラクション「Spicy Taxi」が、「名探偵コナン」仕様に！
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」とコラボレーションを実施します。
「名探偵コナン」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江戸川コナンと赤井秀一が担当。
レースの結果によって、声をかけてくれます！
【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！

Spicy Taxi 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「名探偵コナン」仕様
のデザインになります。2020年4月27日(月)より「SDイラスト第2弾」
デザインの占い結果用紙も登場予定！
【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

◆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！

「フォーチュンフォレスト」占い結果診断用紙イメージ
※絵柄はお選びいただけません。

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！
さらに江戸川コナンと灰原哀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！
※2020年4月6日(月)から開始となります。ご注意ください。
【場所】1st Floor ジョイポリ探検隊
【料金】600円 ※パスポート利用可

ジョイポリ探検隊 フレームイメージ

◆東京ジョイポリス限定のノベルティパスケース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、それぞれにオリジナルデザインをご用意いたしました。
2020年4月27日(月)より、「SDイラスト第2弾」を使用したデザインのパスケースも登場予定です。

【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

□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◆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。
人気のアクリルスタンドキーホルダーやクリアファイル、缶入りキャンディなどお土産にもぴったりなアイテムを展開！
また、 3,000円(税込)お買い上げ毎に、名札風カードをランダムで1枚プレゼントします。
さらに、2020年4月27日(月)より、トレーディング缶バッジと、「SDイラスト第2弾」を使用したデザインの缶入りキャンディが
登場予定です。
【場所】1st Floor JP STORE

A4 クリアファイルセット 1,000 円（税込）

缶入りキャンディ 各 850 円（税込）

トレーディングアクリルスタンドキーホルダー 850 円(税込)
※ランダム封入の為、絵柄はお選びいただけません。

グッズ特典：名札風カード 3,000 円毎に 1 枚プレゼント。
※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

◆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を実施します。ボール投げのゲームなどが「名探偵コナン」
仕様に！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、2020年4月27日(月)より、「SDイラスト第2弾」を使用したデザインの追加景品も登場予定です。
※2020年4月6日(月)から開始となります。ご注意ください。
【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：400円)
【景品】
・参加賞：ポストカード(全13種)
・小当たり：トレーディングハート形缶バッジ(全12種)
・中当たり：オリジナルボーロ(全7種)
・大当たり：ビッグ缶バッジA(全1種)
【追加景品】・中当たり：アクリルクリップ(全5種)
・大当たり：ビッグ缶バッジB(全1種)

小当たり：トレーディングハート型缶バッジ
※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。

大当たり：ビッグ缶バッジ A

中当たり：オリジナルボーロ

参加賞：ポストカード
※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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- INFORMATION-

◆オリジナルのクリアコースターが付いた「名探偵コナン」メニューを販売！
レインボーブリッジが一望できるロケーション抜群の「フレームカフェ」では、「名探偵コナン」の登場キャラクターをイメ
ージしたメニューを販売。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9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

サッカーボールプレッツェルサンド
1,500 円（税込）

緋色のパスタ
1,650 円（税込）

王将ケーキ
1,200 円（税込）

蝶ネクタイソーダ
900 円（税込）

APTX4869 ドリンク
900 円（税込）

ノベルティ クリアコースター
※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

◆ステッカー付きのカラードリンク、ホットドッグ＆たこ焼き風ポテトを販売！
ホットドッグなどの軽食が楽しめる「D-ラウンジ」では、「名探偵コナン」の登場キャラクターをイメージした「カラードリンク」
や、「平次と和葉のたこ焼き風ポテト」、探偵バッジのカラーリングのホットドッグ「これで追跡！探偵団ドッグ」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枚プレゼントいたします。
【場所】2nd Floor D-ラウンジ

名探偵コナン in JOYPOLIS カラードリンク 各 600 円（税込）

カラードリンク ノベルティ ステッカー
※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

平次と和葉のたこ焼き風ポテト 650 円（税込）

フードメニュー ノベルティ ステッカー

これで追跡！探偵団ドッグ 650 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◆名探偵コナン×リアル謎解きゲーム「爆弾遊戯への招待状」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、館内にあるヒントを頼りに謎を解きます。
謎解きイベントの詳細は後日発表いたします。お楽しみに！
※2020年4月11日(土)から開始となります。ご注意ください。
【場所】1st Floor JP STORE
■開催期間：2020年4月11日(土)～2020年6月14日(日)
■参加料金：1,500(税込)
■受付場所：1st Floor「JPストア」
リアル謎解きゲーム
「爆弾遊戯への招待状」
メインビジュアル

◆「新一&コナン」のお誕生日をお祝いしよう！バースデー企画開催！
コラボ期間中の5月4日(月・祝)に誕生日を迎える江戸川コナンと工藤新一を祝う、 バースデー企画を開催します！
①コナン君がジョイポリスに遊びに来る！グリーティングイベント開催！
お誕生日当日限定で、コナン君のグリーティングイベントを開催いたします。
一緒に遊んだり、写真を撮ったりしよう！
【場所】館内各所
【開催日】2020年5月4日(月・祝) 時間未定
②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では、
誕生日当日に限りお祝いの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.のフォトスポットが登場！
【場所】1st Floor メインステージ
【開催日】 2020年5月4日(月・祝) 13：00～/18：30～

グリーティング イメージ

③バースデー限定メニューの販売！
バースデー期間限定の、バースデーフロートを販売いたします。
メニュー1点につき、バースデーデザインのステッカーを1枚プレゼント！
【場所】1st Floor ディッピンドッツアイスクリーム
【販売期間】2020年4月27日(月) ～ 5月4日(月・祝)
バースデーフロート ノベルティ ステッカー
650 円(税込)
④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、江戸川コナンと工藤新一へのお祝いコメントを募集します。
【書き込み期間】2020年4月27日(月) ～ 5月4日(月・祝)
※展示期間はコラボイベント終了時までとなります。

◆その他にも…
◆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

◆館内アナウンスとウェルカムボイスも！
江戸川コナンが、館内放送にも登場！
コラボイベントの紹介をしてくれます。
さらに、ジョイポリス入口の自動扉前から、江戸川コナンと赤井秀一が
ウェルカムボイスでお出迎えをしてくれます。

デジタルコンテンツ 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「名探偵コナン in JOYPOLIS 湾岸の楽園都市」
特設サイト： https://tokyo-joypolis.com/event/conan_jp2020/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＞

◆「名探偵コナン in JOYPOLIS 湾岸の楽園都市」：©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

◆参考資料 「名探偵コナン」とは
◆TVアニメ「名探偵コナン」とは
青山剛昌原作の本格的推理漫画。原作は1994年に連載を開始。「週刊少年サンデー」を代表する作品に。1996年より、
アニメ放映を開始。高校生探偵の工藤新一は、黒ずくめの組織に毒薬を飲まされ、小学一年生の姿になってしまった。
彼は江戸川コナンと名乗り、数々の難事件を解決しながら組織の行方を追う。

◆劇場版「名探偵コナン 緋色の弾丸」 2020年4月17日(金)公開！
【STORY】
世界最大のスポーツの祭典「WSG -ワールド・スポーツ・ゲームス-」の記念す
べき東京開催を迎えようとしている日本。その開会式に合わせて、日本の技術
を総結集した、最高時速1,000kmを誇る世界初「真空超電導リニア」が新名古屋
駅と東京に新設される芝浜駅間に開通することが発表された。世間の注目を集
める中、名だたる大会スポンサーが集うパーティー会場で突如事件が発生し、
企業のトップが相次いで拉致されてしまう異常事態に。その裏には事件を監視
する赤井秀一の姿、そして赤井からの指令を待つFBIの姿があった。
コナンの推理により、15年前にアメリカのボストンで起きた忌まわしきWSG連
続拉致事件との関連性が浮かび上がり、当時の事件もFBIの管轄だった事が判
明する。果たしてこれは偶然なのか？世界中から大勢の人々が集まる日本で、
一体何が起ころうとしているのか？
●劇場版「名探偵コナン 緋色の弾丸」
●公開日：2020年4月17日(金)
●特設サイト：https://www.conan-movie.jp/

＜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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