- INFORMATION-

2020 年 11 月 5 日
CAセガジョイポリス株式会社

東京ジョイポリスとスタンドマイヒーローズ、初のコラボレーション！

「スタンドマイヒーローズ
PIECE OF TRUTH in JOYPOLIS」
アトラクションコラボやオリジナルグッズなど、イベントの全容公開！
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」にて、TVアニメ「スタンドマイヒーローズ PIECE
OF TRUTH」とのコラボレーションイベント「スタンド
マイヒーローズ PIECE OF TRUTH in JOYPOLIS」
を2020年11月20日（金）から12月22日（火）ま
で開催いたします。
本稿ではイベントの全容を公開！描き下ろし
デザインのオリジナルグッズやコラボメニューの展
開は勿論、遊園地ならではのアトラクションタイア
ップなど、「スタンドマイヒーローズ」の世界観を楽
しめるコンテンツが目白押しの内容で、ファン必
見のイベントになること間違いなしです。
＜イベントメインビジュアル＞

◆TVアニメ『スタンドマイヒーローズ PIECE OF TRUTH』とは
原作は、colyが配信するスマートフォン向け「女性向けシナリオ×パズルゲーム」
。
パズルゲームの面白さ、総勢20名以上の豪華声優の競演、シナリオの完成度の高さが話題の人気コンテンツであり、
2020年9月にはリリース4周年を迎えました。
2019年10~12月にて、TVアニメ『スタンドマイヒーローズ PIECE OF TRUTH』が放送されました。

◆体感型冒険ライド「ワイルドウイング」が「スタマイ」仕様に！
体感型冒険ライドアトラクション「ワイルドウイング」と、コラボレーションを実施します。
ハラハラドキドキのツアーを、ツアーガイドに扮した「マトリ」の関 大輔、夏目 春が
ナビゲート！パイロットが操るビッグライドに乗って、楽しい遊覧飛行ツアーに出発！
のはずがトラブル発生 ……！？果たして無事に帰ってくることはできるのか？
【場所】3rd Floor ワイルドウイング
【料金】600円 ※パスポート利用可
ワイルドウイング 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、
「スタンドマイヒーローズ」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

「フォーチュンフォレスト」占い結果診断用紙イメージ

※占い結果用紙デザイン（全 6 種）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◆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回券を合わせて、6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

「パスポート」 ノベルティ (全 5 種)

「アトラクション 1 回券」
ノベルティ
(全 1 種)

※お好きなデザインをお選びいただけます。

◆描き下ろし「ちびキャライラスト」デザインのオリジナルグッズを販売！
本イベントの描き下ろし「ちびキャライラスト」を使用した、オリジナルグッズを販売いたします。
人気のアクリルスタンドや缶バッジをはじめ、缶入りキャンディなどのアイテムをご用意いたしました。
3,000円(税込)お買い上げ毎に、購入特典としてノベルティを1つお付けいたします。
また、こちらのグッズは「マルイノアニメ ONLINE SHOP」での通信販売も展開いたします。
【場所】1st Floor JP STORE（東京ジョイポリス館内）
マルイノアニメ ONLINE SHOP：
https://voi.0101.co.jp/voi/content/01/pc/webshop/character-goods/index.html?cid=oio_voi_pc_st405_anime-top_ecbnr

＜オリジナルグッズ一例＞

缶入りキャンディ(全 5 種) 各 850 円（税込）

トレーディングアクリルスタンド (全 21 種) 850 円(税込)
※ランダムでのお渡しとなります。

A4 クリアファイル(全 1 種) 600 円（税込）

トレーディング缶バッジ (全 21 種) 300 円(税込)
※ランダムでのお渡しとなります。

<表面イメージ>

<裏面イメージ>
JP STORE グッズ購入特典：トークルーム風カード (全 21 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。
期間：11 月 20 日(金)～12 月 22 日(火)

JP STORE グッズ購入特典：ポリスタグラムカード (全 21 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。
期間：12 月 4 日(金)～12 月 22 日(火)

□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、コラボカフェメニューを販売！
「フレームカフェ」では、登場する組織をイメージしたメニューを販売。目で見て味わって、作品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21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

マトリのすっきり青りんごソーダ
～爽やかミントを添えて～
900 円（税込）

警視庁のほうれん草フィットチーネ
～サーモンクリームソース和え～
1,500 円（税込）

都築兄弟の甘酸っぱいカシスムース
～マンゴー＆ベリーソース添え～
1,200 円（税込）

九条家のアイスティー
～贅沢フルーツのせ～
900 円（税込）

Revel のチーズ香るふわとろオムライス
～トマトクリームソースがけ～
1,600 円（税込）

ノベルティ クリアコースター (全 21 種)
※ランダムでのお渡しとなります。

◆ステッカー付きのカラードリンク、週替わりで組織ごとのカラーチュリトスを販売！
「D-ラウンジ」では、登場する組織にちなんだカラードリンクや、イベント開催期間中週替わりで組織ごとのカラーチュリト
スを販売。各メニューご注文につき、ノベルティのステッカーを1枚お付けいたします。
【場所】2nd Floor D-ラウンジ

カラードリンク ノベルティステッカー(全 21 種)
※ランダムでのお渡しとなります。

カラードリンク(全 5 種) 各 600 円

カラーチュリトス マトリ 650 円(税込)
販売期間：11 月 20 日～11 月 26 日

カラーチュリトス 警視庁 650 円(税込)
販売期間：11 月 27 日～12 月 3 日

カラーチュリトス 都築兄弟 650 円(税込)
販売期間：12 月 11 日～12 月 16 日

カラーチュリトス Revel 650 円(税込)
販売期間：12 月 4 日～12 月 10 日

カラーチュリトス 九条家 650 円(税込)
販売期間：12 月 17 日～12 月 22 日

□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◆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たち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なこちらのコンテンツでは、関、荒木田、槙、京介の
限定ボイスもお楽しみいただけます。

◆ジョイポリス入口にて、ウェルカムボイスでもコラボレーション！
東京ジョイポリス入口の自動扉前でも、コラボレーションを実施。
関、荒木田、槙、京介の4名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

◆コラボ期間中に誕生日を迎えるキャラクター3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、服部 耀(11月23日)、朝霧 司(12月4日)、桧山 貴臣(12月21日)の3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
バースデー期間限定でデザートアイス「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】1st Floor ディッピンドッツアイスクリーム
【料金】各600円(税込)
【販売期間】 服部 耀：11月20日(金) ～ 11月30日(月)
朝霧 司：11月27日(金) ～ 12月7日(月）
桧山 貴臣：12月12日（土） ～ 12月22日（火）
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】 服部 耀：11月20日(金) ～ 11月30日(月)
朝霧 司：11月27日(金) ～ 12月7日(月）
桧山 貴臣：12月12日（土） ～ 12月22日（火）
※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で、 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】 服部 耀：11月23日（月・祝） 13：00/18：30
朝霧 司：12月4日（金）
13：00/18：30
桧山 貴臣：12月21日（月）
13：00/18：30

「スタンドマイヒーローズ PIECE OF TRUTH in JOYPOLIS」
特設サイト： https://tokyo-joypolis.com/event/standmyheroes_jp/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＞

◆「スタンドマイヒーローズ PIECE OF TRUTH in JOYPOLIS」：©coly/スタマイ製作委員会

□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
●通常営業時間：10：00～22：00（最終入場21：15） ※時期によって異なります。
●特別営業時間：感染症対策として、短縮営業を実施中です。
・2020年10月1日(木)～11月30日(月)
平日：10：00～20：00（最終入場19：15）/土日祝：10：00～21：00（最終入場20：15）
●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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