- INFORMATION-

2021 年 6 月 1 日
CAセガジョイポリス株式会社

「プリティーシリーズ」10周年を記念したイベントの全容を解禁！

「プリティーシリーズ 10th Anniversary
in じょいぽりす」
テーマパークならではのコラボコンテンツが盛りだくさん！

＜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、タカラトミーアーツが開発・運営するキッズアミューズメントゲームとそれを原作としたアニメーシ
ョン「プリティーシリーズ」の10周年を記念したコラボレーションイベント「プリティーシリーズ 10th Anniversary in じょいぽり
す」を、2021年6月14日（月）から8月1日（日）まで開催いたします。
今回はイベントの詳細を解禁！本イベントでは、オリジナルグッズや限定の「ニコチケ」付きチケットの販売をはじめ、アト
ラクションでのタイアップや、2017年に実施したコラボイベント「アイドルタイムプリパラ プリパラツアーズ in じょいぽりす」
にて実施した「スペシャルCGライブ」のリバイバル上映など、テーマパークならではの施策が目白押し。
さらに、イベント期間中に誕生日を迎えるキャラクター5名「セレナ、あんな、みらい、みちる、そふぃ」のバースデー企画も
開催します。「プリティーシリーズ」の世界に染まったジョイポリスで、プリティーシリーズ10周年を一緒に盛り上げましょう！
『プリティーシリーズ』とは
「プリティーシリーズ」は、2010年7月に登場したキッズアミューズメントゲーム『プリティーリズム・ミニスカート』から始まったシリーズです。歌とダ
ンスとオシャレをテーマにしたリズムゲームで、全国の小学生に人気を博しました。
その後2011年4月からテレビアニメ『プリティーリズム・オーロラドリーム』が放送開始。アニメとアミューズメントゲーム、リアルなファッション、イ
ベントなどを連動させた「ライブフィット展開」がブームを巻き起こしました。翌年には『プリティーリズム・ディアマイフューチャー』、さらに翌年に『プ
リティーリズム・レインボーライブ』を放送。その後は世界観を変えて『プリパラ』『アイドルタイムプリパラ』を計４年間展開し、その後『キラッとプリ☆
チャン』が３年間放送されました。
2021年6月からは「プリティーシリーズ」の新作品に向けて、これまでの歴史を振り返るテレビアニメ企画『プリティーオールフレンズセレクショ
ン』が放送されます。この10年間、様々な作品に形を変えながらも、「夢を応援する」という一貫したコンセプトを継承してきた 「プリティーシリーズ」
は、幅広い層から支持を集めています。

□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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- INFORMATION◆「プリパラ」のスペシャルCGライブをリバイバル上演！
メインステージでは、「プリパラ」のスペシャルCGライブをリバイバル上演！
まるでプリパラアイドルたちがその場にいるかのようなCGライブは必見です。
プロジェクションマッピングや照明を駆使した大迫力でお届けする、
ジョイポリスでしか見る事のできないCGライブをお楽しみ下さい。
【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。
【セットリスト】
・「Pretty Prism Paradise!!!」、「No D&D code」、「Make it!」

「プリパラ」コラボ時の CG ライブ

・「アメイジング・キャッスル」、「シュガーレス×フレンド」、「チクタク・Magicaる・アイドルタイム！」
【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。

◆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と、ジョイポリスの制服コーデの「ニコチケ」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】
・アトラクション1回券(入場+アトラクション1回券+パスケース+ニコチケ)
大人：2,700円 小中高生：2,400円
・パスポート(入場+アトラクション乗り放題+パスケース+ニコチケ)
大人：5,200円 小中高生：4,200円

アトラクション 1 回券
ノベルティパスケース(全 1 種)

パスポート
ノベルティパスケース(全 2 種)

チケットノベルティ
ニコチケ ジョイポリスコーデ

◆回遊型アトラクション「ジョイポリ探検隊」とのコラボ！
回遊型の探検アトラクション「ジョイポリ探検隊」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仕様のオリジナルフレームで記念撮影ができます！撮影時は「らぁら」と「ゆい」がエスコート。
2人の可愛いシャッターボイスはファン必聴です！さらに、7月1日（木）よりバースデーデザインのフレームも登場します。
【場所】1st Floor ジョイポリ探検隊
【料金】600円 ※パスポート利用可

※6 月 14 日(月)より登場

※7 月 1 日(木)より登場

「ジョイポリ探検隊」フレームイメージ
※ランダムでのお渡しの為、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◆スタンプを探して特典のキラキラステッカーをゲット！スタンプラリー！
館内にちりばめられたスタンプを探すゲーム、「スタンプラリー」を展開します。
スタンプをゲットしてゴールすると、クリア特典としてキラキラステッカー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】カーニバルコイン(1枚：300円) ※パスポート利用可(1日1回限り)
【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。

※6 月 14 日(月)より登場

※7 月 1 日(木)より登場

「スタンプラリー」用紙イメージ ※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

※7 月 1 日(木)より登場

※6 月 14 日(月)より登場

クリア特典：キラキラステッカー ※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」の抽選型ゲーム「ジョイポリ de ポン！」でのコラボレーションも実施します。
ゲームの結果に合わせて、描き下ろしデザインの限定景品をゲットすることができます。
【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)

大当たり景品：ランチトート（全 1 種）

小当たり景品：オリジナルボーロ(全 6 種)
※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

中当たり景品：まめ色紙（全 14 種）
※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

参加賞景品：ポストカード（全 12 種）
※ランダムでのお渡しの為、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◆描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売！
ジョイポリスの制服を着た描き下ろしイラストを使用した、オリジナルグッズを販売します。
人気のアクリルキーホルダーや缶バッジなどをはじめ、バラエティ豊かなアイテムをご用意しました。
3,000円(税込)お買い上げ毎に、購入特典としてサムネイル風カードをランダムで1枚お付けします。
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」での販売受付開始日は、2021年6月15日(火)12時予定です。
【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://search-voi.0101.co.jp/shop/joypolis_onlinestore/?intid=shop1_pc_detail

ラングドシャ (全 1 種) 990 円(税込)
※6 月 19 日(土)より販売開始予定

アクリルスタンド（全 6 種）各 1,400 円（税込）

トレーディングアクリルキーホルダーA（全 9 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。

トレーディングアクリルキーホルダーB（全 8 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。

缶入りキャンディ（全 3 種）各 850 円（税込）

A4 クリアファイル(全 2 種) 各 600 円（税込）

いめーj

缶バッジ A（全 12 種）300 円（税込）

缶バッジ B（全 11 種）300 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。
※カプセルトイでの販売です。

グッズ購入特典：サムネイル風カード(全 17 種)
お会計 3,000 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。

□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-

◆コラボ限定のカラフルなオリジナルフロートを販売！
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ランダムで1枚お付けします。
【場所】1st Floor ディッピンドッツアイスクリーム

オリジナルフロート（全 6 種）各 550 円（税込）

ノベルティ ステッカー（全 6 種）
※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

◆アミューズメントゲーム「プリ☆チャン」コーナー！大型モニターも登場！
3rd Floor「マルチステージ」には、アミューズメントゲーム「キラッとプリ☆チャン」コーナーを展開。
さらに、大迫力でゲームが楽しめる大型モニターも1台登場！
本イベントでゲットした限定のジョイポリスコーデを使って、是非お楽しみください！
【場所】3rd Floor マルチステージ

◆その他にも！館内アナウンスとデジタルコンテンツも登場！
「みらい、えも、りんか」の3人が、館内放送を担当！
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。
また、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も登場。
キャラクターと一緒に写真撮影も可能です！
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5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、セレナ(7月6日)、あんな(7月6日)、みらい(7月12日)、みちる(7月13日)、そふぃ(7月30日)
の5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
期間限定で「バースデーメニュー」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
【販売期間】7月1日(木) ～ 8月1日(日)

バースデーメニュー（全 5 種） 各 600 円(税込)
左から：セレナ、あんな、みらい、みちる、そふぃ

バースデーメニュー ノベルティ ステッカー（全 5 種）

② 「ジョイポリ探検隊」に、バースデーデザインのフレームが登場
アトラクションをクリアすると行える記念撮影のフレームに、
バースデーデザインのフレームが登場いたします。
【場所】1st Floor ジョイポリ探検隊
【期間】7月1日(木) ～ 8月1日(日)

「ジョイポリ探検隊」バースデーフレーム 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-

③ 「スタンプラリー」に、バースデーデザインの用紙と特典が登場
スタンプラリーの用紙、クリア特典のキラキラステッカーに
バースデーデザインが登場いたします。
【場所】2nd Floor カーニバルゲームコーナー
【期間】7月1日(木) ～ 8月1日(日)

④ 「デジタルコンテンツ」に、バースデーデザインのフレームが登場
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に、
バースデーデザインのフレームが登場いたします。

「スタンプラリー」 バースデーデザイン
左：用紙 イメージ、右：クリア特典 キラキラステッカー

【場所】2nd Floor カーニバルゲームコーナー付近
【期間】7月1日(木) ～ 8月1日(日)

⑤ 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】7月1日(木) ～ 8月1日(日)

⑥ 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、 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、当日限定のバースデー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】 セレナ、あんな：7月6日（火） 13：00/18：30
みらい：7月12日（月） 13：00/18：30
みちる：7月13日(火) 13：00/18：30
そふぃ：7月30日(金) 13：00/18：30

デジタルコンテンツ
バースデーフレーム
イメージ

「プリティーシリーズ 10th Anniversary in じょいぽりす」
特設サイト： https://tokyo-joypolis.com/event/pretty10th_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＞
◆「プリティーシリーズ 10th Anniversary in じょいぽりす」：©Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / PSプロジェクト

＜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：当面の間、感染症対策として短縮営業を実施中です。
※東京ジョイポリス 公式ホームページにてご確認ください。
●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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