- INFORMATION-

2021年9月30日
CAセガジョイポリス株式会社

映画公開を記念したコラボイベント開催決定！

「映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ in JOYPOLIS」
「すみっコ」たちがジョイポリスに初登場！イベントの詳細を公開！

＜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、2021年11月5日(金)に劇場公開される「映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ」とのコ
ラボイベント「映画すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ in JOYPOLIS」を2021年10月12日（火）から12月19日（日）ま
で開催いたします。(※一部コンテンツは、映画公開日の11月5日(金)から登場いたします。)
本イベントでは、アトラクションでのコラボをはじめ、オリジナルグッズやコラボフロート&アイスの販売、「すみっコ」たちの
フォトグリーティングなど、テーマパークならではの試みが盛りだくさん。館内のいろいろなところに登場する「すみっコ」たち
が盛り上げる、ジョイポリスとのコラボイベントをお楽しみください！

◆「すみっコ」たちのフォトグリーティング開催！
「すみっコ」たちがジョイポリスに遊びにやってくる！
イベント期間中の3日間限定で、フォトグリーティングを開催します。
【場所】1st Floor メインステージ
【日程】12月4日 （土） 14：00 ～ 「しろくま」

/ 16：00 ～ 「とかげ」

12月11日（土） 14：00 ～ 「ぺんぎん？」 / 16：00 ～ 「ねこ」
12月18日（土） 14：00 ～ 「しろくま、ぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげ」
16：00 ～ 「しろくま、ぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげ」
左から：しろくま、ぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげ
©2021 日本すみっコぐらし協会映画部
【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】
・「すみっコ」たちとの撮影は、ソーシャルディスタンスを確保したうえでの撮影となります。
・ふれあいの実施はございません。
□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◆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「フォーチュンフォレスト」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「映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ」仕様のデザインになります。
また、2021年11月5日(金)より占い結果用紙が2種追加登場します！
【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

※11 月 5 日(金)から登場

※10 月 12 日(火)から登場

占い結果用紙イメージ(全 4 種) ※絵柄はお選びいただけません。

◆回遊型アトラクション「ジョイポリ探検隊 ダイーバの秘宝と謎の紋章」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 ダイーバの秘宝と謎の紋章」とのコラボレーションを実施します。
出題された謎を5つ解き、クリアするとイベント限定のオリジナルフレームで記念撮影ができます！
※2021年11月5日(金)から開始となります。ご注意ください。
【場所】1st Floor ジョイポリ探検隊
【料金】600円 ※パスポート利用可

◆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、2種類のコラボチケットをご用意しました。
さらに、2021年11月5日(金)よりパスケースが1種追加登場します！
【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：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 ：大人5,200円 小中高生：4,200円

※10 月 12 日(火)から登場
「アトラクション 1 回券」 ノベルティパスケース(全 1 種)

※10 月 12 日(火)から登場

※11 月 5 日(金)から登場

「パスポート」 ノベルティパスケース(全 3 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◆ミニ謎解きゲームに挑戦！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、館内にちりばめられたスタンプを探すゲーム「ミニ謎解きゲーム」を展開します。
正解のスタンプをゲットしてゴールすると、クリア景品がもらえます。
【場所】2nd Floor カーニバルゲームコーナー
【料金】300円
【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。

クリア景品：ホログラムステッカー(全 5 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。

◆ジョイポリスとのコラボ限定！オリジナルグッズの販売
本イベント限定のオリジナルグッズ、「缶入りキャンディ(全2種)」を販売します。
2,000円(税込)お買い上げ毎に、購入特典としてポスト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予定です。
※缶入りキャンディの販売開始日は未定となります。決まり次第、イベント特設ページや東京ジョイポリス公式Twitterに
て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://search-voi.0101.co.jp/shop/joypolis_onlinestore/?intid=shop1_pc_detail

缶入りキャンディ（全 2 種）各 850 円（税込）
※販売開始日未定
グッズ購入特典：ポストカード(全 5 種)
お会計 2,000 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◆ステッカー付きのカラフルなコラボフロート&アイスを販売！
1ｓｔ Floor「ディッピンドッツアイスクリーム」では、「映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ」をイメージしたカラフルな
コラボフロートと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1枚ランダムでプレゼントいたします。
【場所】1st Floor ディッピンドッツアイスクリーム

お月さまフロート
600 円（税込）

魔法使いフロート
600 円（税込）

キラキラお星さまアイス
600 円（税込）

まるで魔法⁉なパチパチアイス
600 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。

◆館内にフォトスポットが登場！
館内に「すみっコ」たちのキャラクターパネルや、大型のフォトスポットが登場します。
【場所】1st Floor ハーフパイプトーキョー前/2rd Floor D-ラウンジ

キャラクターパネル イメージ

フォトスポット イメージ

◆イベント限定の「ぬり絵」をプレゼント
「映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ」のイラストを使用した「ぬり絵」をプレゼント！
※お一人につき各種1枚までのお渡しとなります。
【配布場所】1st Floor インフォメーションカウンター

ぬり絵 イメージ(全 4 種)

◆スペースインタラクションが登場！
モニターの前に立つと「すみっコ」たちが出てきてくれるスペースインタラクションが登場。
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

スペースインタラクション イメージ

「映画すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ in じょいぽりす」
特設サイト： https://tokyo-joypolis.com/event/sumikko_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＞

◆「映画すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ in じょいぽりす」／©2021 日本すみっコぐらし協会映画部
□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◆参考資料 「すみっコぐらし」とは
◆「すみっコぐらし」とは
2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。
かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。
電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。
日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。
https://www.san-x.co.jp/sumikko/profile/

◆『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』 2021年11月5日(金)公開！
【STORY】
とある秋の日、キャンプに出かけて行ったすみっコたち。
空を見上げると、いつもより大きく青く輝く月が。
「５年に１度おとずれる、青い大満月の夜。
魔法使いたちが町にやってきて、夢を叶えてくれる」
伝説のとおり、すみっコたちの町に魔法使いの5人きょうだいが舞い下りてきた！
公園、スーパーマーケット、森の中。
次々と魔法がかけられ、キラキラに彩られた町はまるでパーティー会場のよう。
やがて楽しい夜に終わりが近づき、月へ帰っていく魔法使いたち。
そこにはなぜか…たぴおかの姿が!?すえっコの“ふぁいぶ”と間違えて連れてい
かれてしまって…？
●『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』
●公開日：2021年11月5日(金)
●映画公式サイト：https://sumikkogurashi-movie.com/

＜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：板倉、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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