- INFORMATION-

2022 年 5 月 19 日
CAセガジョイポリス株式会社

『アイドルマスター SideM』×『ジョイポリス』、コラボイベントがまもなく開催！

「アイドルマスター SideM in JOYPOLIS」
315プロダクションのアイドルたちが館内各所で大活躍！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、『アイドルマスター SideM』と初のコラボレーションイベント「アイドルマスター
SideM in JOYPOLIS」を、2022年５月３０日（月）から７月２４日（日）まで開催いたします。
今回のリリースでは、「アイドルマスター SideM 315プロダクションお仕事コラボキャンペーン」の一環として、ま
もなくスタートするイベントの詳細を公開！アトラクションコラボをはじめ、ミニゲームやコラボメニューなど、テーマ
パークならではの盛りだくさんなコンテンツで全１６ユニットがコラボレーションを実施！描き起こしのミニキャラを
使用した、イベント限定のオリジナルグッズも販売いたします。
315プロダクションのアイドルたちが盛り上げる、ジョイポリスでのコラボイベントをぜひお楽しみください！
アイドルマスター SideMとは
バンダイナムコエンターテインメントが展開する、2014年にサービスを開始した「アイドルマスター」シリーズ初
の男性アイドルプロデュースゲームです。
プレイヤーは315（サイコ―）プロダクションのプロデューサーとなり、元弁護士、元教師、元自衛官など様々な
経歴をもつ個性豊かな男性アイドルたちをプロデュースします。
アイドルマスター OFFICIAL WEB ： https://idolmaster-official.jp/
アイドルマスター SideM 315プロダクションお仕事コラボキャンペーン ： https://sidem-gs.idolmaster-official.jp/collabo/
アイドルマスター SideM GROWING STARS 公式HP ： https://sidem-gs.idolmaster-official.jp/
アイドルマスター SideM GROWING STARS 公式Twitter ： https://twitter.com/SideM_GS

□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◆世界初の音ゲーコースター！
撃音 ライブ コースターが「Altessimo」＆「C.FIRST」とコラボ！
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！
「アイドルマスター SideM」の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。
アトラクション入口にて、「Altessimo」と「C.FIRST」がお出迎えしてくれます！
【使用楽曲】We’re the one(C.FIRST) / Plus 1 Good Day!(FRAME) /
Pavé Étoiles(Café Parade) / Time Before Time(Legenders)
撃音 ライブ コースター イメージ

【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

◆超ハイテンションレースアトラクション！
Spicy Taxiが「High×Joker」＆「神速一魂」とコラボ！
タイのタクシー「トゥクトゥク」型ライドに乗り込む賞金かせぎレースアトラクション
「Spicy Taxi」とのコラボレーションを実施！
ライド装飾が「High×Joker」仕様になり、「神速一魂」がゲーム中に登場します！
【場所】1st Floor Spicy Taxi（スパイシータクシー）
【料金】600円 ※パスポート利用可
Spicy Taxi イメージ

◆輝く秘宝を目指して、冒険に出発！
ジョイポリ探検隊が「DRAMATIC STARS」＆「F-LAGS」とコラボ！
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。
クリアすると「DRAMATIC STARS」と「F-LAGS」のイベント限定オリジナルフレームで記念撮影ができます！
【場所】1st Floor ジョイポリ探検隊
【料金】600円 ※パスポート利用可

ジョイポリ探検隊 フレームイメージ(全 2 種)
※絵柄はお選びいただけません。

◆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が「彩」＆「Legenders」とコラボ！
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「彩」と「Legenders」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 3 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-

◆ゲームに挑戦して、オリジナル景品をゲット！
カーニバルゲームコーナーには、「Beit」＆「THE 虎牙道」と「Ｗ」＆「もふもふえん」が登場！
ミニゲームコーナー、「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。
「ジョイポリ de ポン！」では「Beit」と「THE 虎牙道」が、「OH!RING」では「Ｗ」と「もふもふえん」がコラボ仕様に
なって盛り上げます！ゲームの結果に合わせて、ジョイポリス限定のオリジナル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】カーニバルコイン (1枚：400円)

大当たり：トレーディングラメ入りバッジ（全 16 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。

当たり：トレーディングダイカットステッカー（全 16 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 17 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 B(全 16 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 C（全 16 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◆クイズに挑戦してゴールを目指せ！「クイズラリー」が「Jupiter」&「S.E.M」とコラボ！
クイズを解き、「S.E.M」と一緒に館内に隠されたスタンプを探すゲーム「クイズラリー」
を展開します。「Jupiter」が待つ正解の場所でスタンプをゲットしてゴールすると、
参加賞のトレーディングポストカードをランダムで2枚ゲットすることができます。
※トレーディングポストカードは「A(全17種)」、「B(全16種)」、「C(全16種)」の中か
らランダムで2枚のお渡しとなります。
【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)
【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。

クイズラリー用紙(全 1 種)

◆「FRAME」と「Café Parade」が「フレームカフェ」をジャック！コラボメニューを販売！
カフェレストラン「フレームカフェ」では、「FRAME」&「Café Parade」とコラボレーションを実施します。
「FRAME」や「Café Parade」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

「FRAME」のバジルパスタ
1,300 円（税込）

『フィジカル』ドリンク
800 円（税込）

「Café Parade」のビーツオムライス
1,300 円（税込）

『インテリ』ドリンク
800 円（税込）

『メンタル』ドリンク
800 円（税込）

ノベルティ クリアコースター(全 16 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-

◆ステッカー付きのコラボフロートを販売！
「ディッピンドッツアイスクリーム」では、全16ユニットをイメージした「コラボフロート」を、期間を分けて販売します。
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
【販売期間】・DRAMATIC STARS、Beit、FRAME、Café Parade：5月30日（月）～6月12日(日)
・Altessimo、High×Joker、S.E.M、C.FIRST：6月13日（月）～6月26日(日)
・Ｗ、彩、神速一魂、Legenders：6月27日（月）～7月10日(日)
・Jupiter、もふもふえん、THE 虎牙道、F-LAGS：7月11日（月）～7月24日(日)

コラボフロート(全 4 種) 各 600 円（税込）
左から：DRAMATIC STARS、Beit、FRAME、Café Parade

コラボフロート(全 4 種) 各 600 円（税込）
左から：Ｗ、彩、神速一魂、Legenders

コラボフロート(全 4 種) 各 600 円（税込）
左から：Altessimo、High×Joker、S.E.M、C.FIRST

コラボフロート(全 4 種) 各 600 円（税込）
左から：Jupiter、もふもふえん、THE 虎牙道、F-LAGS

ノベルティ ステッカー（全 16 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。

◆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。
2種類のコラボチケットのうち、パスポートをお求めいただいた方には、「ユニットカード」を1枚プレゼント！
【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+ユニットカード)：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 2 種)

ユニットカード(全 16 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-

◆イベント限定！描き起こしミニキャラを使用したオリジナルグッズの販売！
描き起こしミニキャラを使用した、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、グッズ購入特典の「ミニカード」をランダムで1枚プレゼント！
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5月31日(火)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

トレーディングミニアクリルスタンド（全 16 種） 850 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。

トレーディングホログラム缶バッジ A（全 16 種） 400 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。

クリアファイル（全 1 種） 600 円（税込）

トレーディングホログラム缶バッジ B（全 16 種） 400 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。

グッズ購入特典：ミニカード(全16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。

◆コラボデジタルコンテンツが登場！
モニターの前に立つとアイドルたち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】2nd Floor カーニバルゲームコーナー前

デジタルコンテンツ イメージ

「アイドルマスター SideM in JOYPOLIS」
特設サイト： https://tokyo-joypolis.com/event/sidem-gs_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＞
◆アイドルマスター SideM in JOYPOLIS：
THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

]
□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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