- INFORMATION-

2021年12月23日
CAセガジョイポリス株式会社

「ホロライブ」×「ジョイポリス」、コラボレーションイベント第2弾が間もなく開催！

『ホロライブ×ジョイポリス LOVELY PARTY』
アトラクションコラボやオリジナルグッズ、「ホロ×マッチ」など、イベント全容を公開！

＜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、カバー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：谷郷元昭）が運営する「ホ
ロライブプロダクション」傘下の女性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 LOVELY PARTY』を2022年1月7日（金）から2022年2月27日（日）まで開催いたします。
本イベントは、2021年1月に開催し好評を博した「ホロライブ×ジョイポリス」の第2弾となるイベントで、今回は
「ロボ子さん」と「ホロライブ2期生」が参戦！アトラクションコラボや、描きおろしのビジュアルを使用したオリジナル
グッズの販売に加え、コラボカフェなど、よりパワーアップしたコンテンツが盛りだくさんです。
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」も実施！東京ジョイポリスでしか楽しめ
な特別なコラボレーションイベントがいよいよ開幕します！
『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。
□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◆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6日間限定で、各日1人ずつジョイポリスに登場します。
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とA5クリアファイル付き！
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

2022年1月15日(土) 14 ： 30 ～/ 18 ： 00 ～

大空スバル

第2回

2022年1月22日(土) 14 ： 30 ～/ 18 ： 00 ～

百鬼あやめ

第3回

2022年1月29日(土) 14 ： 30 ～/ 18 ： 00 ～

紫咲シオン

第4回

2022年2月5日(土)

第5回

2022年2月12日(土) 14 ： 30 ～/ 18 ： 00 ～

癒月ちょこ

第6回

2022年2月19日(土) 14 ： 30 ～/ 18 ： 00 ～

ロボ子さん

14 ： 30 ～/ 18 ： 00 ～

湊あくあ

ノベルティ A5 クリアファイル(全 6 種)
※参加した回のデザインをお渡しいたします。

【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＋A5クリアファイル)：3,500 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：30038)
申し込み期間：2021年12月23日(木)～2022年1月4日(火) / 支払い期間：2022年1月6日(木)～2022年1月11日(火)
※「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 18：00 ～)
※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。

◆世界初の音ゲーコースター！「撃音 ライブ コースター」とのコラボ！
世界初の音ゲーコースター「撃音 ライブ コースター」とのコラボレーションを実施！
「ホロライブ」の人気楽曲でお楽しみいただける、絶叫系のアトラクションです。
アトラクション終盤、爽快感抜群のライブパートには、今回のイベントの為に
制作された「Shiny Smily Story(東京ジョイポリス オリジナルMV)」を収録！
【使用楽曲】 #あくあ色ぱれっと / 今宵はHalloween Night! /
ホロライブ言えるかな？ / Shiny Smily Story
【場所】1st Floor 撃音 ライブ コースター
【料金】900円 ※パスポート利用可

撃音 ライブ コースター 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◆ユニークなアトラクション「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たちの名刺カードをランダムで1枚プレゼントします。
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 6 種)
※絵柄はお選びいただけません。

名刺カードイメージ(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！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バージョンとなります。
【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
・「年間パスポート」(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

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
ノベルティパスケース

パスポート ノベルティパスケース（全 6 種）

年間パスポート カードデザインイメージ (全 6 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◆イベント限定のオリジナルグッズを販売！
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。
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。
また、こちらのグッズはイベント終了後に「マルイノアニメ ONLINE SHOP」にて通信販売も展開予定です。
※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

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。
大空スバル：2022 年 1 月 15 日(土)～、百鬼あやめ：2022 年 1 月 22 日(土)～
紫咲シオン：2022 年 1 月 29 日(土)～、湊あくあ：2022 年 2 月 5 日(土)～
癒月ちょこ：2022 年 2 月 12 日(土)～、ロボ子さん：2022 年 2 月 19 日(土)～

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、中央：ジオラマステージ、右：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。
大空スバル：2022 年 1 月 15 日(土)～、百鬼あやめ：2022 年 1 月 22 日(土)～
紫咲シオン：2022 年 1 月 29 日(土)～、湊あくあ：2022 年 2 月 5 日(土)～
癒月ちょこ：2022 年 2 月 12 日(土)～、ロボ子さん：2022 年 2 月 19 日(土)～

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為、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◆限定景品をゲット！カーニバルゲームコーナーに「ホロライブ de PON!」が登場！
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！」でコラボレーションを実施します。
ゲームの結果に合わせて、描きお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】1回400円

大当たり：ビッグ缶バッジ

中当たり：トレーディングアクリルキーホルダー（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。

小当たり：トレーディングダイカットステッカー
（6 種＋シークレット 1 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：トレーディングポストカード（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。

◆コラボカフェ！ここでしか味わえないメニューを販売！
カフェレストラン「フレームカフェ」では、「ロボ子さん」と「ホロライブ2期生」をイメージしたメニューを販売します。
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ランダムで1枚プレゼントします。
【場所】3rd Floor フレームカフェ

湊あくあの明太クリームパスタ
1,400 円（税込）

ロボ子さんのベリーソーダ
800 円（税込）

癒月ちょこの
ローズピンクグレープフルーツ
800 円（税込）

大空スバルの三色ピザ
1,400 円（税込）

紫咲シオンの
グレープジュース
～バニラアイス添え～
800 円（税込）

百鬼あやめの
いちごチョコレートパフェ
800 円（税込）

ノベルティ クリアコースター(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。

□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、カラフルなフロートアイス「ホロフロート」を販売します。
さらに、バレンタイン期間限定で「ラブリーバレンタインアイス」も登場！
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

ホロフロート（全 2 種） 各 600 円（税込）

ホロフロート 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。

ラブリーバレンタインアイス 600 円（税込）
販売期間：2022 年 2 月 1 日（火）～2022 年 2 月 14 日（月）

ラブリーバレンタインアイス
ノベルティステッカー

◆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。
【場所】3rd Floor ローラとカーラの美嬢面接前

デジタルコンテンツイメージ

◆館内アナウンスをVTuberが担当！

いめーj

東京ジョイポリスの館内アナウンスをVTuberたちが担当！チケットやアトラクションのご案内にVTuberたちが挑
戦！東京ジョイポリスでしか聞くことのできない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

11：30 頃

チケットのご案内

ロボ子さん

13：00 頃

アトラクションのご案内

湊あくあ

15：00 頃

再入場サービスのご案内

紫咲シオン

17：00 頃

ディッピンドッツアイスクリームのご案内

百鬼あやめ

19：00 頃

プライズコーナーのご案内

癒月ちょこ

パーククローズ
30分前頃

パーククローズのご案内

大空スバル

□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◆「癒月ちょこ」のお誕生日をお祝いしよう！バースデー企画実施！
イベント期間中の2月14日(月)にお誕生日を迎える、「癒月ちょこ」のバースデー企画を実施します！
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。
・癒月ちょこハッピーバースデーアイス
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。
【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】2022年2月7日（月）～2022年2月21日（月）

癒月ちょこハッピーバースデーアイス
600 円（税込）

ノベルティステッカー

・ちょこ先生のバースデープレート
【価格】1,300円(税込)
【場所】3rd Floor フレームカフェ
【販売期間】2022年2月7日（月）～2022年2月21日（月）

ちょこ先生のバースデープレート
1,300 円（税込）
②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、当日限定でお祝いのメッセージを上映します。
ショー終了後は、バースデービジュアルで写真撮影も！さらに、癒月ちょこからのお礼メッセージも放送します。

【場所】1st Floor メインステージ
【開催日】 2022年2月14日(月) 13：00～/18：30～

『ホロライブ×ジョイポリス LOVELY PARTY』
特設サイト： https://tokyo-joypolis.com/event/hololive_jp2021/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 LOVELY PARTY：© 2016 COVER Corp.

＜東京ジョイポリス概要＞
●公式サイト：https://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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