- PRESS RELEASE 2022 年 3 月９日
CAセガジョイポリス株式会社

バスケ、フットサル、スケボー、トランポリン、ボルダリングから e スポーツまで
テニスコート12面分の施設で34のコンテンツが楽しめる

「ジョイポリススポーツ」2022年3月18日（金）、全国初、仙台に開業
屋内型遊園地「東京ジョイポリス」を25年以上運営する、CAセガジョイポリス株式会社（東京都品川区、代表取締
役：吉本 武）は、年齢や性別、国籍を問わず誰もが楽しめる“スポーツ系エンターテインメント”施設「JOYPOLIS
SPORTS（ジョイポリススポーツ）」を、2022年3月18日（金）、宮城県仙台市のイオン仙台中山店別館１階に開業し
ます。

◆ジョイポリスが開発した新業態が全国初登場
本施設は、「スポーツ」をテーマに、34のスポーツ、アクティビティ、ゲーム、エンターテインメントが楽しめる「スポ
ーツ系エンターテインメント施設」です。「東京ジョイポリス」をはじめとする国内外の大型エンターテインメント施設
の運営・プロデュースを行ってきた、当社が開発した新業態です。
手軽なスポーツの定番、バドミントンや卓球のほか、多人数で楽しむフットサルやバスケットボール、話題を集めて
いるボルダリングやトランポリン、スケートボード、頭や足で衝くビリヤード「ビリッカー」や、サッカーとダーツを組み
合わせた「フットダーツ」など新感覚スポーツも楽しめます。
シミュレーション機器でサッカーやテニスを楽しめるほか、「e-sports」コーナーも設けています。ちょっと落ち着
いてゆっくり楽しみたい方にはパーティーゲームやダーツ、ビリヤード、コミックコーナーも設置されています。
スポーツならではの運動・体験型アクティビティを主軸に世界中からユニークなスポーツコンテンツを集め、老若
男女どなたでも気軽に楽しめます。
□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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◆テニスコート１２面の施設に34のコンテンツ

◆話題のスポーツに、手軽にチャレンジ！
「マルチリンク」では、昨年話題になったスケートボードをはじめ、次世代ボードとの呼び声も高いくねくねボード、
さらに、定番のインラインスケートやローラースケートで遊べます。大人から子供まで老若男女楽しめるスポーツトラ
ンポリン。自分の思いのままにジャンプするだけで気分もスッキリ、リフレッシュできます。体幹やバランス感覚も養
えることから、健康増進にも役立ちます。

スケートボード

くねくねボード

トランポリン

そして人気のスポーツとして定着した、ボルダリングはフリークライミング、スポーツクライミングの中のひとつでロ
ープなどの道具は使わず、自分の体のみで自分に合ったレベルやペースでクライミングを楽しめます。年齢性別問
わず、誰でも挑戦可能です。「スラックライン」は、細いベルト状のラインの上でバランスを取って楽しむ、綱渡りとト
ランポリンを合わせたような新しいスポーツです。2000年中頃からヨーロッパで流行し、2009年頃に日本に上
陸したと言われています。日本人の世界チャンピオンも誕生するなど、注目を集めており、次世代スポーツとして、
人気も急上昇しています。

ボルダリング

スラックライン

□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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◆老若男女みんなでプレーを楽しめるチーム戦
「マルチフィールド」では、ボウリングやカーリングの要素を併せ持つ北欧生まれのアウトドアスポーツ「モルック」。
障害者と健常者が一緒にプレーできるスポーツとして注目されるボッチャをよりシンプルにした「ボッチャ360」。
その場から動かず、ステッキでボールを蹴って得点を競う 「ステッキボール」など、老若男女だれもが気軽に盛り上
がれるチーム対戦型のスポーツを楽しめます。

モルック

ボッチャ 360

ステッキボール

◆eスポーツをはじめ東京ジョイポリス発・自慢の近未来スポーツ
世界的に競技人口が増えている「e-sportsコーナー(PC5台)」も設けられています。ハイスペックPCやその他
デバイスが用意され、最大5人までプレーができるので、チームや友人など同じ空間で楽しめます。
「AM機器コーナー」では、大画面モニターによる映像演出が映えるバスケットボールゲームの「TO THE NET」
（右写真）が4台設置されています。画面上のターゲットにBB弾を発射し、リアルな衝撃と命中した際の爽快感を味
わえるシューティングアトラクション「ガンアリーナCE」、クレー射撃をモチーフとした競技系ガンシューティングゲー
ム「シュータウェイプロ」、途中でミニパックがランダムで大量に投入される新感覚エアホッケーゲーム「ビックバンス
マッシュ」（2台）なども楽しめます。

AM 機器コーナー

e-sports コーナー

「シミュレーション機器」のコーナーでは、公式のサッカーボールを使用して、短い空間で楽しめる体感型デジタル
サッカーゲーム「BOSS Soccer(サッカー)」で、コントロールとスピードが鍵を握る対戦モードなど、さまざまな遊
びが体験できるモードを多数搭載しています。
カラダとアタマを使うドキドキ体験が楽しめるモニターモーションゲーム「BOSS MixRun(モニターモーションゲ
ーム)」は、障害物を通過するシングルモード、２人の記録を集計する協力モードなどでプレーができます。
日本初上陸のテニスシミュレーター「BOSS Tennis(テニス)」は、放物線方式ではなく、上下左右、スピン・スピ
ードをコントロールするマシンです。レベルに合わせた反復練習ができる練習モード、ひとりでバーチャル選手（AI）
との対戦を楽しみながらプレーできる対戦モード、コーチがいなくても指導プロセスに準じた練習をひとりで行え
るソロプレーモード、世界初の室内テニスサーブを実現し、サーブの球速を測定できるサーブ機能などがあります。

BOSS Soccer

BOSS MixRun

BOSS Tennis

□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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◆人気スポーツの進化版!?も充実
「卓球(4台)」のエリアでは、プロサッカーチームの練習にも取り入れられている、ドイツ発祥の新感覚スポーツ「へデ
ィス」が楽しめます。卓球台をはさみ専用ボールをヘディングのみで打ち合って得点を競います。卓球同様に、サー
ブは必ず自陣のコートと敵陣コートにワンバウンドさせなければいけません。
フランスで誕生したビリヤードとサッカーを合わせた新スポーツ「ビリッカー」はビリヤードのキュー代わりに足で手
玉を蹴り、場合によっては蹴る代わりに頭で手球をヘディングしてもOK。
サッカーと卓球を組み合わせたスポーツ「テックボール」は、コート上でボールをリフティングやヘディングなどで、
相手コートに向かって打ち合い得点を競います。相手には最大３回までのタッチでボールを返す必要があり、サッカ
ー同様に手や腕にボールがあたってはいけません。

へディス

ビリッカー

テックボール

『サッカー』と『ダーツ』がミックスしたイギリス生まれの新スポーツ「フットダーツ」。高さ4mのビニール製の巨大エ
アーダーツボードにボールを蹴って、的にくっつけ合計得点を競います。1ラウンド3球ずつボールを蹴り、3～5ラ
ウンド終了後の合計得点を競い、最も高得点を獲得した人が勝ちとなります。
オーストラリア発祥で欧米を中心に人気を博している、男女ともに楽しめる新感覚スポーツ「アーチェリーハント」。
2チームに分かれて矢を打ち合う、弓矢を使ったサバイバルゲーム。矢は先端がスポンジとなった安全性の高いも
のを使用しています。飛んできた矢を空中でダイレクトキャッチすることができれば、アウトになったプレーヤーをフ
ィールドに戻すことも可能です。アーチェリーとドッチボールがミックスされたような感覚なので、子どもから大人ま
で楽しめます。
「ミニサッカーコーナー」では、サッカーのバラエティー番組で誕生した、ノルウェー発祥の新スポーツ「バブルサッ
カー」が楽しめます。バブルボール（バンパーボール）を身に付けて、お互いを押し合ったりぶつかり合いながらサッ
カーを楽しみます。バブルを使って相手を枠の外に出すか倒せば勝ちとなるバブル相撲、複数人で楽しめるバブル
バトルロワイヤルなどもプレーできます。

フットダーツ

アーチェリーハント

バブルサッカー

□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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◆２４コーナー・３4コンテンツ 一覧
コーナー（全24か所）

コンテンツ

ひとこと案内

①インラインスケート

爽快にすべろう！

②ローラースケート

気分はアイドル？！

③スケートボード

近年流行のスケートボードで遊ぼう！

④くねくねボード

バランス感覚を養いながら滑ろう！

ストラック９(2か所)

⑤ストラック９

パーフェクト達成なるか？！

マルチフィールド

⑥囲碁ボール

木製スティックを用いて五目並べを行うニュースポーツ

コミックコーナー

⑦コミックコーナー

運動に疲れたら一休み

e-sportsコーナー(PC5台)

⑧e-sportsコーナー

近年盛り上がっているコンテンツ。体験してみては？！

パーティーゲームコーナー

⑨パーティーゲームコーナー

各種テーブルゲーム取り揃えました。

ダーツ(6台)

⑩ダーツ

ゲームルールは多彩。

カラオケBOX(2台)

⑪カラオケBOX

ストレス発散もよし、好きな歌を歌うもよし

ビリヤード(6台)

⑫ビリヤード

ナインボール以外の遊び方知っていますか？

⑬ボッチャ360

誰もが楽しめる簡単なルール

⑭モルック

世界大会も開かれるひそかなブーム

⑮ステッキボール

目標に向けてボールを引っかけよう！

卓球(4台)

⑯卓球

ピンポンは世界共通！

ビリッカー

⑰ビリッカー

フランス発「ビリヤード×サッカー」

スラックライン

⑱スラックライン

バランス感覚が大事！

トランポリン

⑲トランポリン

思いっきり飛び跳ねよう！

ボルタリング

⑳ボルタリング

決められたルートを効率よく

フットダーツ

㉑フットダーツ

UK生まれの「サッカー×ダーツ」

VS Field

㉒アーチェリーハント

避けて、拾って、撃つ！「弓矢×サバゲー×ドッジボール」

リアルバッティング

㉓リアルバッティング

目指せ！ホームラン！

㉔フットサル

みんなでワイワイもりあがろう。

㉕バブルサッカー

北欧ノルウェー生まれ

㉖バトミントン

本気でやる？ラリーを楽しむ？

㉗バレーボール

サーブ、レシーブ、トス、アタック！

テックボール

㉘テックボール

ハンガリー発祥の「卓球」x「サッカー」

卓球(4台)

㉙へディス

ドイツで生まれた新感覚スポーツ「サッカー」？「卓球」？

バスケットコート

㉚バスケットボール

1on1、3on3、フルコート好きなタイプはどれですか？

㉛BOSS Soccer

画面に向かって思いっきりシュート！

㉜BOSS MixRun

障害物をよけながら、高得点を目指そう！

㉝BOSS Tennis

画面に向かって、スマッシュ！

㉞アミューズメントゲームコーナー

人気のゲームを取り揃えました。

マルチリンク

マルチフィールド

ミニサッカーコーナー

マルチコート

シミュレーション機器

・TO THE NET：4台
AM機器コーナー

・ガンアリーナCE：1台
・ビックバンスマッシュ：2台
・シュータウェイプロ：1台

※コンテンツ内容は、変更になる場合がございます。

□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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「ゆるスポーツパーク in JOYPOLIS SPORTS」
3 月 20 日(日)・21 日（月・祝）開催
トントンボイス相撲
声でプレイするトントン相撲です。プレイヤーの「トントン」
という声に合わせてステージが振動し紙相撲力士を動か
すことができます。声を出すことで、高齢者に必要な「喉
のリハビリ」になるスポーツです。
エリア「パーティーゲーム」

シーソー玉入れ
シーソー玉入れはカゴがシーソーのようにグラグラする不
思議な玉入れ。入れ過ぎたら注意！カゴがひっくり返って
玉はゼロに。自分の攻撃の時にはカゴをひっくり返さない
ように、相手の攻撃の時にはカゴをひっくり返すように、
チームで協力して勝利を目指しましょう！エリア「バスケッ
トコート」

ブラックホール卓球
スイートスポットにブラックホール（穴）があいたラケットを
使う卓球です。経験豊富な人ほど、穴にボールが吸い込ま
れて空振りしてしまいます。綺麗にホールを通過した場合
にはその美しさを称え、 敵味方関係なく『ナイスホール！』
と声を掛け合うルール。エリア「卓球台」の１台を使用

アワアワ！せんたくテニス
アワアワ！せんたくテニスは 2 人が協力して行うテニス。
テニスネットの代わりは物干しロープ。
中央の洗濯かごから洗濯物を取り出したら、2 人で両端を
持って飛んでくるボールをキャッチ。
協力して相手コートに打ち返したら、持っている洗濯物を
干して新しい洗濯物を取り出します。エリア「VS Field」

緩急走
座った人の動きを検知してバーチャルプレイヤーが連動し
て走ります。身体を動かしてはいけない「緩コース」、むし
ろ身体を動かさなくてはいけない「急コース」にわかれて
いて、ひとつのレースの中での「緩急力」を求められます。
※ボブイスレーと交互に行います。

ボブイスレー
どこでも楽しめるボブスレー！イスに座ると、そこは雪景
色。コースに合わせて、イスの上で体を動かしましょう。座
った人の動きと連動して、バーチャルプレイヤーが動きま
す。※緩急走と交互に行います。

□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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◆スポーツが苦手な人も、障がい者の方も、あらゆる人が楽しめるスポーツ施設にしたい
世界ゆるスポーツ協会と当施設は、ゆるスポのミッションを宮城県仙台市で実現できる可能性を確信し、定期的に
イベント開催について合意し、現在その実現に向けて企画を進めています。
※「世界ゆるスポーツ協会」とは・・・“スポーツ弱者を、世界からなくす。”ことをコンセプトに、2015年に発足した
スポーツクリエーター集団です。年齢、性別、運動神経、運動経験に関わらず誰もが楽しめるスポーツをこれまで
100競技以上開発してきました。超高齢社会でスポーツ弱者が多い日本だからこそ生み出せるみんなのスポーツ。
勝ったらうれしい、負けても楽しい、多様な楽しみ方が用意されているスポーツ。そのような笑えるスポーツを日本
から世界に向けて発信をしています。

◆体操選手ネタを持つお笑い芸人・オラキオさんが初代アンバサダーに就任！
オラキオさんプロフィール
1977年生まれ、佐賀県出身。中学生のときに体操をはじめ、高校では3年連続で
インターハイ、国体に出場した経歴を持つ。2003年に元自衛官のテキサスと異色
の肉体系お笑いコンビ「弾丸ジャッキー」を結成。2007年に「とんねるずのみなさ
んのおかげでした」の人気コーナー“細かすぎて伝わらないモノマネ選手権”の第
10回大会に初出場、ファイナリストに選出され人気を博す。2016年にコンビを解
散してからはピン芸人として活躍する傍ら、体操教室を開き、子どもたちへの指導
を行う。

◆「スポーツ系エンターテインメント施設」にふさわしい地・仙台
宮城県仙台市は、東北で唯一、野球、男女のサッカー、バスケットボールと4つのプロチームが本拠地を置く地域
です。学生スポーツにおいても、全国大会で上位成績の常連の強豪校も多数あります。これらスポーツが盛んなだ
けでなく、宮城県におけるスポーツ観戦率は全国2位※と、スポーツに対して特別な地域性があります。
仙台市は「スポーツコミッションせんだい」として、大規模スポーツ大会や合宿の誘致を促進し、スポーツを通じた
交流促進と交流人口の拡大を図るスポーツコミッション活動に、2014年（平成26年）から取り組んでいます。
25年以上、エンターテインメント施設を手掛けてきた当社が初めて手掛ける新業態の出店地としてふさわしい環
境です。利便性にも優れる仙台市泉区の「イオン仙台中山店」（運営：イオン東北株式会社）の別館1階スペースに登
場します。老若男女問わず多くの方々に新しいスポーツ系エンターテインメント施設を通じて、「杜の都」の名にふさ
わしい、いきいきとした魅力的なライフスタイルを提案します。
※2016年総務省統計局「年に1度でも直接観戦した人」の割合。宮城県は26.4％。全国平均は21.5％。1位は広島県）

◆対面や体験の価値が高まり、運動・健康の関心の高まりを受けて登場
長引くコロナ禍の影響で、エンターテインメント業界は逆風の事業環境です。一方、スポーツ活動や協働体験を通
じたコミュニティの価値や友人関係など「特別な体験」への関心が高まり、「リアルなコミュニケーション」の価値が見
直されています。
全国的に運動の機会が減少したことで、スポーツ庁「2021年度全国体力テスト」では、体力合計点が小中男子と
中学女子で2008年の調査以来最低値となり、小学生女子も過去2番目の低さになりました。一斉休校で運動機会
が失われた影響ともいわれています。“モノ消費”から“コト消費”へと生活者の求めるものが変化するなか当社は、
「東京ジョイポリス」をはじめとする国内外の大型エンターテインメント施設の運営・プロデュースを行ってきました。
若者を中心に25年以上、支持されてきた実績を本施設に活かしてまいります。

「JOYPOLIS SPORTS

（ジョイポリススポーツ）」施設概要

◆所 在 地：宮城県仙台市泉区南中山1-35-57 イオン仙台中山店別館1F （アクセス：JR 仙台駅より車で約25分）

◆営業時間：10:00～22:00 (最終入場21:30) ※混雑時は入場を制限をさせていただく場合があります。
◆定休日：イオン仙台中山店の休館日
◆区画の有効面積：957.52坪（約3,165㎡）
□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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◆料金表※税込
※税込

平日
区分

時間

通常料金

延長料金
30 分

シニア 60 歳～
大人
大学・専門
中高生
小学生
未就学児

120 分
120 分
120 分
120 分
120 分
120 分

※税込

990 円
1,980 円
1,760 円
1,650 円
990 円
-

200 円
500 円
400 円
300 円
200 円
-

障がい者
割引価格
440 円
880 円
770 円
660 円
440 円
-

延長料金
30 分

100 円
300 円
200 円
100 円
100 円
-

土日祝（GW 期間、お盆期間、SW 期間、年末年始期間含む）
区分

時間

通常料金

延長料金
30 分

障がい者
割引価格

延長料金
30 分

シニア 60 歳～
大人

120 分
120 分

1,100 円
2,090 円

200 円
500 円

550 円
990 円

100 円
300 円

大学・専門
中高生
小学生

120 分
120 分
120 分

1,870 円
1,760 円
1,100 円

400 円
300 円
200 円

880 円
770 円
550 円

200 円
100 円
100 円

未就学児

120 分

-

-

-

-

一部のコンテンツでは身体を大きく動かす動作を行います。安全のため動きやすい服装、お履物でご体験ください。サンダルや
つま先のあいたお履物、ヒールの高いお履物でのご体験はご遠慮ください。駐車場はイオン仙台中山店の駐車場をご利用くださ
い。

◆公式サイト：http://joypolis-sports.com

＜運営会社概要＞
■社 名：CA セガジョイポリス株式会社
（英文表記：CA Sega Joypolis Ltd.）
■住 所：〒140-0011
東京都品川区東大井二丁目 13 番 8 号
ケイヒン東大井ビル 10 階
■代表者：代表取締役社長 吉本 武
■設 立：2015 年 4 月 1 日
■資本金：5 千万円
■従業員：299 名

＜報道関係者のお問合せ先＞

ジョイポリススポーツ開業ＰＲ事務局(共同 PR（株）内)
担当：大沢、大塚、黒澤、阿蘇品、小松
大沢 090-5337-6263、大塚 080-5232-0786
joypolis-sports-pr@kyodo-pr.co.jp
FAX：03-4540-8325

□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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