- INFORMATION-

2021年7月6日
CAセガジョイポリス株式会社

「ニジガク」×「ジョイポリス」、待望のコラボイベントが間もなく開催！

「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
in JOYPOLIS」
テーマパークならではの施策が盛りだくさん！イベント詳細を公開！

＜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「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」とのコラボレーションイベント「ラブ
ライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 in JOYPOLIS」を、2021年7月20日（火）から10月10日（日）まで開催いたし
ます。
今回はイベントの詳細を解禁！大迫力でお届けするステージショーをはじめ、コラボカフェの展開やオリジナルグッズの販
売、アトラクションでのタイアップなど、テーマパークならではの施策が盛りだくさん。TVアニメ第6話「笑顔のカタチ（,,>▽
<,,）」を中心に登場した聖地「東京ジョイポリス」でのイベントをぜひお楽しみ下さい！
『ラブライブ！シリーズ』とは
「みんなで叶える物語」をキーワードにオールメディア展開するスクールアイドルプロジェクト。スクールアイドルグループによる、アニメーション
PV(DVD&BD)付音楽CDリリースの他、雑誌・小説をはじめとした書籍、TV アニメ、スマートフォン向けゲーム、コンシューマーゲーム、トレーディン
グカードゲーム、また、実際にスクールアイドルを演じるキャストによるライブイベントやラジオ、ニコ生を行うなど、様々なメディアを巻き込んだ展
開を行っています。（ラブライブ！シリーズ公式HP：http://www.lovelive-anime.jp/）

『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』とは
「スクフェス発の新しいスクールアイドル」である9人で始まった彼女たちは、東京・お台場にある「虹ヶ咲学園（にじがさきがくえん）」という学校の
生徒で、「スクールアイドル同好会」に所属する仲間でありライバル。グループで活動していたμ'sやAqoursとは異なり、1人1人がNo.1スクールア
イドルを目指して活動していきます。2020年10～12月にはTVアニ1期が放送され、2022年に2期の放送が決定している。
(ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 公式HP：http://www.lovelive-anime.jp/nijigasaki/)

□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◆東京ジョイポリスでしか観られないスペシャルショーを上映！
館内のメインステージでは、スペシャルショーを上演！
TVアニメで登場したニジガクメンバーの楽曲を、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でお届けする、スペシャルな映像ショーです。
1日3回上映する各回のショー前後には、上原歩夢(14時の回)、高咲 侑(16時の回)、
天王寺璃奈(18時の回)の3人がアナウンスをしてくれます。
【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。
【注意事項】

メインステージ イメージ

※飛沫拡散防止のため、ショー観覧中は「コール」など、発声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。

◆アニメ第6話でも登場！「ZERO LATENCY VR」初のタイアップ！
TVアニメ第6話にて、「侑、歩夢、愛、璃奈」の4人が楽しんだVRコンテンツ
「ZERO LATENCY VR」では、初となるタイアップを実施します。体験いただいた方に、
ノベルティのクリアブロマイドをランダムで1枚プレゼントいたします。
【場所】1st Floor ZERO LATENCY VR
【料金】2,000円 ※パスポート利用不可
【注意事項】
※パスポート利用不可、事前予約制

ZERO LATENCY VR イメージ

※ZERO LATENCY VR の詳細はこちら：https://tokyo-joypolis.com/attraction/1st/zerolatency/index.html

ノベルティ クリアブロマイド イメージ(全 10 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。

◆人気 No.1 アトラクション「ハーフパイプ トーキョー」とコラボレーション！
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、東京ジョイポリスの
1番人気アトラクション「ハーフパイプ トーキョー」とのコラボを実施します。
「ニジガク」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！
さらに、乗車中はメンバー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
【楽曲リスト】「未来ハーモニー」、「NEO SKY,NEO MAP!」

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「ニジガク」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
占い結果用紙デザイン（全 2 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！ノベルティ付きコラボチケットを販売！
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1回券、アトラクション乗り放題
のパスポート、年間パスポートと、3種類のコラボチケットをご用意しました。
さらに、お求めいただいた方に、週替わりでデザインが変わるイラストカードを1枚プレゼントいたします。
【料金】
・「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+イラストカード：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+ノベルティパスケース+イラストカード ：大人5,200円 小中高生：4,200円
・「年間パスポート」+ノベルティパスケース(全12種類からお好きなデザイン1つ)+イラストカード：大人 14,000 円 小中高生：11,000 円

「アトラクション 1 回券」
ノベルティパスケース(全 2 種)

「パスポート」
ノベルティパスケース(全 10 種)

年間パスポート イメージ(全 10 種)

購入特典：イラストカード(全 12 種)

□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！
ニジガクメンバーが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。
3,000円(税込)お買い上げ毎に、購入特典としてA3ポスターをランダムで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7月21日(水)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

アクリルスタンド（全 10 種）各 1,500 円（税込）

ミニタペストリー（全 10 種）各 1,800 円（税込）
いめーj

A4 クリアファイル（全 11 種）各 600 円（税込）

トレーディングダイカットステッカー（全 10 種）500 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（全 10 種）700 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 2 種）各 850 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-

グッズ購入特典：A3 ポスター(全 3 種)
※ランダムでお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

トレーディングアクリルマグネット（全 10 種）1 回 300 円（税込）
※カプセルトイでの販売です。※グッズ購入特典対象外となります。
※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。

◆コラボカフェ！「ニジガク」をイメージしたメニューを販売！
館内のカフェレストラン「フレームカフェ」では、コラボカフェを展開。作品をイメージしたメニューを販売いたします。
目で見て味わって、「ニジガク」の世界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10種からランダムで1枚お付けします。※カフェメニューの詳細は後日公開予定です。
【場所】3rd Floor フレームカフェ

◆ステッカー付きのドリンク&デザートメニューを販売！
2ndFloor「D-ラウンジ」では、ステッカー付きのドリンク「テイクアウトドリンク」とデザートメニュー「レインボーホイップドッ
グ」、「璃奈ちゃん応援プチパフェ」を販売。各メニュー1点ご注文につき、ステッカーを1枚プレゼントします。
【場所】2nd Floor D-ラウンジ
1st Floor ディッピンドッツアイスクリーム ※テイクアウトドリンクのみ

テイクアウトドリンク
左から：1 年生、2 年生、3 年生
各 600 円(税込)

ノベルティ ステッカー(全 10 種)
※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

レインボーホイップドッグ 600 円(税込)

「璃奈ちゃん応援プチパフェ」
ノベルティ ステッカー

璃奈ちゃん応援プチパフェ 600 円(税込)

◆ニジガクメンバーが館内放送とウェルカムボイスを担当！
館内アナウンスをニジガクメンバーが担当！コラボイベントのオススメポイントを紹介してくれます。
さらに、ジョイポリス入口の自動扉前では、ウェルカムボイスでお出迎えをしてくれます。
【館内アナウンス】
スケジュール
12：20 頃
13：20 頃
15：20 頃
16：20 頃
17：20 頃

7月20日(火) ～ 8月29日(日)
上原歩夢
中須かすみ
宮下 愛
優木せつ菜
エマ・ヴェルデ

8月30日(月) ～ 10月10日(日)
高咲 侑
桜坂しずく
朝香果林
近江彼方
天王寺璃奈

【ウェルカムボイス】
7月20日(火) ～ 8月29日(日)
高咲 侑
桜坂しずく
朝香果林
近江彼方
天王寺璃奈

8月30日(月) ～ 10月10日(日)
上原歩夢
中須かすみ
宮下 愛
優木せつ菜
エマ・ヴェルデ

□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メンバ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です！
【場所】3rd Floorワイルドジャングル前

◆「優木せつ菜」のお誕生日をお祝いしよう！バースデー企画開催！
イベント期間中の8月8日(日)に誕生日を迎える、「優木 せつ菜」 の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の、バースデーメニューを2点販売します。
・優木せつ菜のハッピーバースデーアイス
【価格】600円(税込)
【場所】1st Floor ディッピンドッツアイスクリーム
【販売期間】2021年8月1日(日) ～ 8月15日(日)

・優木せつ菜ちゃん！お誕生日おめでとうケーキ♡
【価格】1,200円(税込)
【場所】3rd Floor フレームカフェ
【販売期間】2021年8月1日(日) ～ 8月15日(日)

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、お祝いのコメントを募集します。
【書き込み期間】2021年8月1日(日) ～ 8月15日(日) ※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】 2021年8月8日(日) 13：00～/18：30～

④誕生日当日限定の、ウェルカムボイスとデジタルコンテンツも
誕生日限定仕様のウェルカムボイス、デジタルコンテンツが登場します。
【実施日】 2021年8月8日(日)

「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 in JOYPOLIS」
特設サイト： https://tokyo-joypolis.com/event/lovelive_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＞

© 2020 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
＜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、大塚、阿蘇品（あそしな） TEL： 090-7815-5592 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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