- INFORMATION-

2022 年 3 月 23 日
CAセガジョイポリス株式会社

TVアニメ『東京リベンジャーズ』×東京ジョイポリス、まもなくイベントスタート！

「東京リベンジャーズ in JOYPOLIS」
アトラクションコラボやスペシャルショーなど、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、大人気TVアニメ『東京リベンジャーズ』と初のコラボレーションイベント「東京リベン
ジャーズ in JOYPOLIS」を、2022年4月5日(火)から2022年7月3日(日)まで開催いたします。
本リリースでは、まもなくスタートするイベントの詳細を公開！スペシャルショーや、描き下ろしイラストを使用し
たオリジナルグッズの販売、アトラクションコラボやコラボメニューなど、テーマパークならではの施策が盛りだくさ
ん！さらに、開催期間中にお誕生日を迎えるキャラクターのお祝い企画の実施や、イベント後半(2022年5月21日
～)には第2弾アイテムも追加登場予定。東京卍會がジャックする、ジョイポリスでのコラボレーションイベントをお楽
しみください！
TVアニメ『東京リベンジャーズ』 STORY
人生どん底のダメフリーター花垣武道（タケミチ）。
中学時代に付き合っていた人生唯一の恋人・橘日向（ヒナタ）が、最凶最悪の悪党連合”東京卍會”に殺されたことを知る。
事件を知った翌日、駅のホームにいたタケミチは何者かに背中を押され線路に転落し死を覚悟したが、
目を開けると何故か12年前にタイムリープしていた。
人生のピークだった12年前の中学時代にタイムリープし、恋人を救うため、逃げ続けた自分を変えるため、
人生のリベンジを開始する！
公式サイト: https://tokyo-revengers-anime.com/

□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◆大迫力の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映！
TVアニメ『東京リベンジャーズ』を編集したダイジェストを、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、大迫力の演出でお楽しみいただけます。
【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。
メインステージ イメージ

◆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！
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を実施します。
TVアニメ『東京リベンジャーズ』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！プレイ中には、タケミチとマイキーの限定ボイス
も楽しめます。
【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

ハーフパイプ トーキョー イメージ

◆体験型冒険ライド「ワイルドジャングル ブラザーズ」がコラボ仕様に！
体感型冒険ライドアトラクション「ワイルドジャングル ブラザーズ」と、
コラボレーションを実施します。
ツアーガイドの、タケミチとマイキーがアトラクションをナビゲート！
2人と一緒にスリル満点のジャングルツアーを楽しむことができます。
【場所】 3rd Floor ワイルドジャングル ブラザーズ
【料金】 600円 ※パスポート利用可

ワイルドジャングル ブラザーズ イメージ

◆占いアトラクション「フォーチュンフォレスト」とコラボレーション！
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TVアニメ『東京リベンジャーズ』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

「フォーチュンフォレスト」占い結果診断用紙イメージ(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。

□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、2種類のコラボチケットをご用意しました。
【料金】
・「アトラクション1回券」(入場+アトラクション1回券+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

「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 1 種)

◆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レーション！
2nd Floor「カーニバルゲームコーナー」とコラボレーションを実施します。
ゲームをクリアすると、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。
さらに、イベント後半(2022年5月21日～)より第2弾景品も追加登場予定です。
【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：400円)

大当たり：A5 クリアファイル(全 6 種)

当たり：トレーディングステッカー(全 7 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 A（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◆東京ジョイポリスとのコラボ限定！オリジナルグッズの販売！
描き下ろしイラストを使用した、コラボイベント限定グッズを販売します。
3,000円(税込)お買い上げ毎に、グッズ購入特典の「トレーディングミニカード」をランダムで1枚プレゼント！
さらに、イベント後半(2022年5月21日～)より、第2弾アイテムも追加登場予定です。お楽しみに！
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、2022年4月6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 6 種） 各 1,500 円（税込）

スナック入り貯金缶（全 1 種） 1,300 円（税込）

いめーj

クリアマルチケース（全 1 種） 2,000 円（税込）
いめーj

トレーディング缶バッジ（全 18 種） 600 円（税込）
※ランダムに封入して販売の為、絵柄はお選びいただけません。

※4月5日(火)～5月20日(金)
グッズ購入特典：第1弾トレーディングミニカードA(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。
※5月21日(土)からは、新デザインが登場します。

□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-

◆コラボカフェ！TVアニメ『東京リベンジャーズ』をイメージしたメニューを販売！
カフェレストラン「フレームカフェ」では、TVアニメ『東京リベンジャーズ』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

タケミっちのタイムリープクレームダンジュ
1,400 円（税込）

場地のブラックパスタとローストビーフプレート
1,400 円（税込）

マイキーのマロンパンケーキ
1,400 円（税込）

千冬のカシスコーラ
800 円（税込）

三ツ谷の
黒胡麻コーヒーゼリーラテ
800 円（税込）

ドラケンのホワイトシチューライス
1,400 円（税込）

ノベルティ クリアコースター(全 9 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。

◆ステッカー付のカラフルなコラボドリンクを販売！
2nd Floor「D-ラウンジ」では、登場キャラクターをイメージしたカラフルなドリンク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

コラボドリンク(全 6 種) 各 600 円(税込)
左から：花垣武道、佐野万次郎、龍宮寺堅、場地圭介、松野千冬、三ツ谷隆

ノベルティ ステッカー(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。

5

- INFORMATION-

◆タケミチたちが、館内アナウンスとウェルカムボイスを担当！
「タケミチ・マイキー・場地・千冬」の4人が館内放送に登場し、コラボイベントの紹介をしてくれます。
さらに、東京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！
【時間】 11：40 ～ タケミチ＆マイキー
14：40 ～ タケミチ＆千冬
17：40 ～ 場地＆千冬

◆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キャラクタ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

デジタルコンテンツ イメージ

◆コラボ期間中にお誕生日を迎えるキャラクター3名をお祝いする、バースデー企画実施！
イベント期間中に誕生日を迎える、龍宮寺堅(5月10日)、三ツ谷隆(6月12日)、花垣武道(6月25日)
の3名をお祝いする、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
期間限定で「ハッピーバースデーパフェ」を販売します。
メニュー1点ご注文につき、バースデーステッカーをプレゼント！
【場所】 2nd Floor D-ラウンジ
【販売期間】 龍宮寺堅：5月3日(火・祝) ～ 5月17日(火)

ハッピーバースデーパフェ(全 3 種)

三ツ谷隆：6月5日(日) ～ 6月19日(日)

各 650 円(税込)

花垣武道：6月18日(土) ～ 7月2日(土)

ノベルティ バースデーステッカー(全 3 種)
② バースデーメッセージボードの設置
バースデーメッセージボードを設置し、各キャラクターへのお祝いコメントを募集します。

【場所】 3rd Floor マルチステージ
【書き込み期間】 龍宮寺堅：5月3日(火・祝) ～ 5月17日(火)
三ツ谷隆：6月5日(日) ～ 6月19日(日)
花垣武道：6月18日(土) ～ 7月2日(土)

③ バースデーショーでお祝いメッセージを上映！
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、キャラクターのお誕生日当日限定で
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。
【場所】 1st Floor メインステージ
【開催日】 龍宮寺堅：5月10日（火） 13：00/18：30
三ツ谷隆：6月12日（日） 13：00/18：30
花垣武道：6月25日（土） 13：00/18：30

「東京リベンジャーズ in JOYPOLIS」
特設サイト： https://tokyo-joypolis.com/event/tokyo-revengers_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＞
◆東京リベンジャーズ in JOYPOLIS：©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

]
□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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