- INFORMATION-

2020 年 12 月 11 日
CAセガジョイポリス株式会社

東京ジョイポリスとARP、初のコラボイベントを開催！

「ARP Backstage Pass
in JOYPOLIS ARPの冬やすみ」
ステージショーやアトラクションコラボなど、イベントの全容を解禁！

＜イベン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、TVアニメ「ARP Backstage Pass」とのコラボレーションイベント「ARP Backstage
Pass in JOYPOLIS ARPの冬やすみ」を2020年12月24日（木）から2021年1月30日（土）まで開催いたします。
今回はイベントの全容を解禁！限定ビジュアルのオリジナルグッズは勿論、大迫力でお届けするステージショーや
絶叫系アトラクションでのコラボなど、テーマパークならではのコラボレーションを多数展開いたします。この冬は、
ARP色に染まった東京ジョイポリスをお楽しみください！
◆TVアニメ『ARP Backstage Pass』とは
最新のAR技術が生み出した、4人組のARダンス＆ボーカルグループ、ARP。
エイベックスよりデビューし、ハイレベルな歌やダンスに加え、観客を巻き込んだトーク、ファンの応援で構成が変化していく参加
型ライブが特徴で、次世代のアーティストとして今もっとも注目を集める存在である。
そんな彼らのこれまでの軌跡が、なんとアニメ化！それが《ARP Backstage Pass》である。

◆大迫力のスペシャルショー「ARP Rave at JOYPOLIS」を開催！
メインステージでは、スペシャルショー「ARP Rave at JOYPOLIS」を開催！ARP のライブシーンを特別なセットリストで上
映いたします。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大迫力の演出でお届けする、
東京ジョイポリスだけでしか見る事の出来ないスペシャルショーをぜひお楽しみ下さい！
【場所】1st Floor メインステージ
【セットリスト】 「Burn it up」、「It's Show Time」
【料金】 無料 ※「東京ジョイポリス」の入場料が別途必要です。
【注意事項】
※飛沫拡散防止のため、ショー観覧中は「コール」など、発生を伴う行為はご遠慮ください。
※ショー観覧の際は、グループごとのソーシャルディスタンス確保にご協力ください。

メインステージ 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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◆「ARP」 の楽曲に合わせて絶叫ライドを体感！
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、
人気 No.1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。
「ARP」の楽曲に合わせ、回転技を決めるスリルは他では味わえない感覚に。
乗車中は、メンバーたちが掛け声で盛り上げてくれます！
【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
【使用楽曲】 「Burn it up」、「Celebrate Good Time」

ハーフパイプ トーキョー 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、「ARP Backstage Pass」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！

「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 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

パスポート ノベルティパスケース(全 4 種)

アトラクション 1 回券
ノベルティパスケース(全 1 種)

◆「お忍びARP を探せ！謎解きゲーム！」 ゲームをクリアして景品をゲット！
ゲーム用紙に記された謎を解き、館内にいるメンバーを探す「お忍びARP を探せ！謎解きゲーム！」を展開します。
謎を解き、スタンプをゲットしてゴールすると、クリア特典としてハート型ステッカーをプレゼントします。
さらに、4種全ての謎を解くと挑戦できる「コンプリートゲーム」をクリアすると、ハート型缶バッジをプレゼントします。
【場所】2nd Floor カーニバルゲームコーナー
【料金】400円(カーニバルコイン2枚)
【受付時間】 開館時間～閉館の30分前 ※変更となる可能性がございます。
【ゴール受付終了時間】 閉館の15分前 ※変更となる可能性がございます。
【ストーリー】
大人気アーティスト「ARP 」がジョイポリスのスタッフとしてお忍びで働いているらしい…！？
ヒントをもとに館内にいる彼らを探して、ジョイポリスのおすすめを聞こう！

ゲーム台紙イメージ(全 5 種)
(「謎解きゲーム」4 種、「コンプリートゲーム」1 種)

「謎解きゲーム」クリア景品 ハート型ステッカー(全 8 種)
※ランダムでのお渡しになります。

「コンプリートゲーム」クリア特典 ハート型缶バッジ(全 4 種)
※ランダムでのお渡しになります。

□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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◆イベントオリジナルデザインのオリジナルグッズを販売！
本イベント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いたします。
人気のアクリルスタンドや缶バッジなどに加え、メンバーをもっと近くで感じられる「ビッグタペストリー」などのアイテムを
ご用意いたしました。5,000円(税込)お買い上げ毎に、購入特典としてブロマイド風カードを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。
※「マルイノアニメ ONLINE SHOP」での販売開始日は未定となります。確定次第お知らせいたします。
【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

トレーディング缶バッジ（全 12 種）600 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。

トレーディングアクリルチャーム（全 9 種）850 円（税込）

A4 クリアファイル(全 1 種) 600 円（税込）

アクリルスタンド（全 4 種）各 1,800 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。

ビッグタペストリー（全 4 種）各 16,500 円（税込）

グッズ購入特典：ブロマイド風カード(全 8 種)
お会計 5,000 円(税込)毎にランダムで 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。

◆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メンバ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です。12月24日(木)、25日(金)にはクリスマス限定バージョンも！

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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◆ステッカー付きのドリンク＆フードメニューを販売！
2nd Floor 「D-ラウンジ」では、メンバーやユニットをイメージしたドリンクメニュー、フードメニューを販売。
各メニュー1点ご注文につき、ノベルティのステッカーを全9種からランダムで1枚お付けします。

2CARAT のたこ焼きチーズポテト
600 円（税込）

REBEL CROSS のブラックペッパーチリドッグ
600 円(税込)

コラボドリンク (全 4 種) 各 500 円(税込)
左から：シンジのシナモンカプチーノ、ダイヤのストロベリーコーク
レイジのストロベリーソーダ、レオンのコーンポタージュ

“ARP の冬やすみ”チュリトス
550 円(税込)

ノベルティ ステッカー(全 9 種)
各メニュー1 点ご注文につき、ランダムで 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。

◆その他にも…！館内アナウンスとウェルカムボイスも！
ARPの4人が館内放送にも登場！
スペシャルショーの告知や、コラボイベントの紹介をしてくれます。
さらに東京ジョイポリス入口の自動扉前から、ウェルカムボイスでお出迎えも。

「ARP Backstage Pass in JOYPOLIS ARP の冬やすみ」
特設サイト： https://tokyo-joypolis.com/event/arp_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＞
◆「ARP Backstage Pass in JOYPOLIS ARPの冬やすみ」：©ARPAP
＜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
●感染症予防対策に関して：入り口での検温やマスク着用の義務化など、徹底した対策を実施しております。
詳細はこちらをご確認ください。https://tokyo-joypolis.com/notice/200612.html
＜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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