- INFORMATION-

2020年12月8日
CAセガジョイポリス株式会社

東京ジョイポリス、VTuberグループ「ホロライブ」と初のコラボレーション！

「ホロライブ×ジョイポリス HAPPY PARTY」
アトラクションコラボやグッズ、「ホロ×マッチ」など、イベント全容を公開！
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、カバー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：谷郷元昭）が運営するVTuberグルー
プ「ホロライブ」とのコラボレーションイベント「ホロライブ×ジョイポリス HAPPY PARTY」を2021年1月9日（土）から2月11
日（木・祝）まで開催いたします。
本イベントは、ホロライブから「ときのそら」および「ホロライブ1期生」が参加するイベントとなっており、描きおろしのビジ
ュアルを使用したオリジナルグッズをはじめ、アトラクションコラボなどテーマパークならではのコラボレーションを展開。さら
に、VTuberとファンが対面してお話できるイベント「ホロ×マッチ」を実施いたします。東京ジョイポリスでしか楽しめないコン
テンツが目白押しな、コラボレーションイベントをお楽しみください！
『バーチャル YouTuber』 とは
『バーチャル YouTuber（以下：VTuber）』とは、
「YouTube」などの オンライン空間上で、動画投稿や
配信といった活動を、2D/3D の キャラクターを通して
行うクリエイターの総称です。
『ホロライブ』 とは
『ホロライブ』は、カバー株式会社のシステムを活
用して 「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を 中
心に活動する女性 VTuber グループです。ライブ配
信での応援や Twitter での交流ができる 次世代の
二次元アイドルグループであり、 精巧な２D・３D キャ
ラクターモデルを使用した実況・配信を得意としてい
ます。
＜イベント メインビジュアル＞

◆VTuberと直接お話できるイベント「ホロ×マッチ」を開催！
東京ジョイポリス館内にて、VTuberとファンが対面してお話できるイベント「ホロ×マッチ」を開催！イベント期間中の3日
間限定で、2人ずつジョイポリスに登場します。
「ホロ×マッチ」の参加に必要な「ホロ×マッチ 参加券」は、限定のシチュエーションボイス付き！この機会にぜひご来館
いただき、「推し」とお話しましょう！！
【スケジュール】

開催日 ※各回2部制

出演者

第1回

2021年1月16日(土) 14 ： 30 ～/ 17 ： 00 ～

ときのそら ， アキ・ローゼンタール

第2回

2021年1月23日(土) 14 ： 30 ～/ 17 ： 00 ～

白上フブキ ， 夜空メル

第3回

2021年1月30日(土) 14 ： 30 ～/ 17 ： 00 ～

夏色まつり ， 赤井はあと

【料金】
「ホロ×マッチ 参加券」：イベント参加券＋限定シチュエーションボイスメッセージ：2,000 円
【販売方法】
全国ローソンチケットにて抽選販売(L コード：35437)
申し込み：2020年12月8日(火)～12月20日(日) / 支払い：2020年12月22日(火)～2021年1月3日(日)
※「ホロ×マッチ」に参加する為には、「ホロ×マッチ 参加券」が必要となります。(別途、東京ジョイポリスの入場料が必要です)
※各回2部制となります。(第1部 14：30 ～/ 第2部 17：00 ～)
※VTuberとお話できる時間は、1回につき1分間となります。
※詳細は、本イベント特設ページよりご確認ください。

□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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◆夜の世界に挑戦!?アトラクション「美嬢面接」とのコラボ！
“ホスト”や“キャバ嬢”の適正診断を行う一風変わったアトラクション
「ローラとカーラの美嬢面接」とのコラボレーションを実施します。
診断結果で一定以上の指名料を獲得すると、イベント限定のオリジナルフレームで
撮影できるほか、VTuberたちのオリジナル名刺を1枚ランダムでプレゼントします。
また、アトラクション内では、ここでしか聞けない限定ボイスも！
【場所】3rd Floor ローラとカーラの美嬢面接
【料金】600円 ※パスポート利用可

オリジナルフレームイメージ(全 12 種)
（キャバ嬢コース：6 種、ホストコース 6 種）
※絵柄はお選びいただけません。

名刺イメージ(全 6 種) ※絵柄はお選びいただけません。

◆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「ホロライブ」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

占い結果用紙イメージ(全 2 種)
※絵柄はお選びいただけません。

◆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。入場券、アトラクション乗り放題のパスポート、
年間パスポートを合わせて、8種類のノベルティパスケースをご用意しました。年間パスポートは、カードデザインもイベ
ント限定デザインとなります。
【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
・「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

パスポート ノベルティパスケース（全 6 種）

アトラクション 1 回券
ノベルティパスケース

年間パスポート カードデザインイメージ (全 6 種)

年間パスポート
ノベルティパスケース

□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オリジナルグッズを販売！
イベント限定の描きおろしデザインを使用した、オリジナル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をはじめ、Tシャツやタペストリー、缶入りキャンディなど、バラエティ豊かなグ
ッズを展開！3,000円(税込)以上お買い上げ毎にブロマイド風カードをランダムで1枚プレゼントします。
※アクリルスタンド、タペストリーは、種類により販売開始日が異なります。ご注意ください。
【場所】1st Floor JP STORE

缶入りキャンディ（全 1 種）
850 円(税込)

トレーディングステッカー（全 7 種） 550 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。

アクリルスタンド（全 6 種）各 1,500 円（税込） ※種類によって、販売開始日が異なります。
◆ときのそら、アキ・ローゼンタール：2021 年 1 月 16 日(土)～
◆白上フブキ、夜空メル：2021 年 1 月 23 日(土)～
◆夏色まつり、赤井はあと：2021 年 1 月 30 日(土)～

T シャツ（全 1 種）M/L/XL
3,500 円（税込）

アクリルパネル ジオラマステージ付き 8,200 円（税込）
※別売りのアクリルスタンドを並べることができます。
(左：アクリルパネル、右上：ジオラマステージ、右下：完成イメージ)

タペストリー（全 6 種）各 3,300 円（税込） ※種類によって、販売開始日が異なります。
◆ときのそら、アキ・ローゼンタール：2021 年 1 月 16 日(土)～
◆白上フブキ、夜空メル：2021 年 1 月 23 日(土)～
◆夏色まつり、赤井はあと：2021 年 1 月 30 日(土)～

限定缶バッジ入り 缶バッジ全部セット（全 13 種セット）4,200 円（税込）

トレーディング缶バッジ（全 12 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。

JP STORE 限定 グッズ購入特典：ブロマイド風カード
お会計 3,000 円(税込)毎に 1 枚プレゼント。
※トレーディング缶バッジはカプセルトイでの販売の為、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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- INFORMATION◆ステッカー付きのカラフルなフロートアイス「ホロフロート」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「ホロフロート」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6種から1枚をランダムでプレゼントします。
【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 6 種）
ホロフロート（全 2 種）
各 600 円（税込）

◆コラボデジタルコンテンツが登場！
VTuberたちと記念撮影が楽しめるデジタルコンテンツが登場。
限定ボイスを聞きながら、一緒に記念撮影をすることもできます。
【料金】無料

◆館内アナウンスをVTuberが担当！？

デジタルコンテンツイメージ

いめーj
東京ジョイポリスの館内アナウンスをVTuberが担当！チケットやアトラクション等のご案内を、館内アナウンスにて担当
してくれます。通常のご案内や、コラボの紹介をしてくれる限定アナウンスはファン必聴です！

【場所】館内全体
※放送時間は変更となる可能性がございます。
【スケジュール】

内容

担当

11：00 頃

チケットのご案内

ときのそら

13：00 頃

アトラクションのご案内

夜空メル

15：00 頃

再入場サービスのご案内

アキ・ローゼンタール

17：00 頃

ディッピンドッツアイスクリームのご案内

赤井はあと

19：00 頃

プライズコーナーのご案内

夏色まつり

パーククローズ
30分前頃

パーククローズのご案内

白上フブキ

「ホロライブ×ジョイポリス HAPPY PARTY」
特設サイト： https://tokyo-joypolis.com/event/hololive_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＞

◆ホロライブ×ジョイポリス HAPPY PARTY：© 2017-2020 cover corp.

□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 ※変動あり
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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