- INFORMATION-

202２年6月２９日
CA セガジョイポリス株式会社

イベント史上最多！生体展示20種類以上にパワーアップ

「カブト・クワガタ ふれあいの森 in お台場 2022」
この夏もレアな昆虫たちとの出会い＆スキンシップを楽しもう

≪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）は、東京・台場
に展開する屋内型テーマパーク「東京ジョイポリス」が位置するデックス東京ビーチ内 アイ
ランドモール5階「JOYPOLIS特別イベントスペース」にて、「カブト・クワガタ ふれあいの
森 in お台場 20２２」を2022年7月1４日（木）～202２年9月2５日（日）に開催します。
都内最大級の昆虫イベントとして、昨年は約２万人が来場。カブトムシやクワガタをはじ
め、珍しい昆虫とふれあうことができるほか、昆虫生体の販売、飼育セットやグッズ販売
も行います。海外の珍しい昆虫を含む生体展示は、昨年の2倍の20種類以上にパワーア
ップ！ 冷房の効いた涼しい環境も屋内施設ならではで、熱中症の心配も不要。
今年の夏の思い出作りに、昆虫とのふれあい体験を存分にお楽しみください。

◆ 「カブトムシ＆クワガタ ふれあいの森」コーナー

ふれあいの様子

定番のカブトムシやノコギリクワガタはもちろん、外国産「オオヒラタクワガタ」や、「コーカサスオオカブト」、「アトラ
スオオカブト」などの珍しい昆虫たちとふれあうことができます。※時期により昆虫の種類が変更となる場合があります。

コーカサスオオカブト

外国産 オオヒラタクワガタ

ふれあいコーナー 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◆ 生体展示コーナー ＜パワーアップ！＞
ヘラクレスオオカブトやギラファノコギリクワガタなど甲虫類のほか、ベトナム
フォレストスコーピオンやマレーシアンチェリーレッドといった珍しい生体を昨
年の約２倍、20種類以上を展示。ケース越しに、間近で観察できます。
※時期により、一部昆虫の展示が無い場合があります。

◆ カブト・クワガタ プリントシール機 ＜新登場＞
標本展示コーナー

今回初の新コンテンツ。今年の夏の記念品に！（1プレイ６00円）

◆ 昆虫図鑑閲覧コーナー ＜新登場＞

<tomohiro.shimada@c
asegajp.com>; 高橋 奈
子

昆虫とのふれあいのあとは 『角川の集める図鑑 GET！昆虫』で興味のある
昆虫のチェックもできます。図鑑の販売も行います。

◆ 人気の昆虫たちが大集合！ 生体、グッズ販売

<nako.takahashi@cas
egajp.com>嶋田 智浩
<tomohiro.shimada@c
asegajp.com>; 高橋 奈

カブトムシ、クワガタなどの昆虫が購入できます。飼育セットや昆虫グッズも販
売。生体やグッズが当たる「昆虫くじ(1回７００円)」もレッツ・チャレンジ！
※販売状況により、一部昆虫のお取り扱いが無い場合があります。

◆ 標本展示コーナー

子
ベトナムフォレストスコーピオン
<nako.takahashi@cas
<tomohiro.shimada@casegaj
egajp.com>ーナー
p.com>; 高橋 奈子イメ
ージ
<nako.takahashi@casegajp.
com>嶋田 智浩

世界から集められた蝶をはじめ、さまざまな昆虫がずらりと勢ぞろい！昆虫
が持つその美しさ、神秘な形態をじっくりとご鑑賞ください。

<tomohiro.shimada@casegaj

◆ ぬりえ＆クイズコーナー

<nako.takahashi@casegajp.

小さなお子さまもお楽しみいただけます。

p.com>; 高橋 奈子

com>ーナー イメージ
マレーシアンチェリーレッド

＜カブト・クワガタ ふれあいの森 in お台場 2022 概要＞
●開催期間：2022年7月1４日（木）～2022年9月2５日（日）
●営業時間：平日 11:00～17:00（最終入場16:45）
土日祝・特日 11:00～18:00（最終入場17:45）
※時期により変更となる場合があります ※再入場不可
●入場料金：大人（中学生以上） 1,000円
小人 600円 (2歳以下無料)
親子ペア 1,500円

標本展示コーナー
<tomohiro.shimada@c
asegajp.com>; 高橋 奈
子
<nako.takahashi@cas

※港区住民割：港区にお住まいの方は、当日チケット（各種）から１００円引きとなります
egajp.com>嶋田 智浩
（港区在住の証明となる物をご提示ください）

<tomohiro.shimada@c

asegajp.com>; 高橋 奈
●開催場所：デックス東京ビーチ アイランドモール5階「JOYPOLIS 特別イベントスペース」
子
<nako.takahashi@cas

「カブト・クワガタ ふれあいの森 in お台場 2022」 特設サイト
egajp.com>ーナー
https://tokyo-joypolis.com/event/fureainomori_jp/index.html
ージ

イメ

主催：カブト・クワガタふれあいの森 in お台場 実行委員会
後援：港区／港区教育委員会
協賛：株式会社ＥＰＡＲＫフィナンシャルパートナーズ／サントリー食品インターナショナル株式会社
協力：株式会社ゆりかもめ
運営：CAセガジョイポリス株式会社
□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。

2

- INFORMATION※入場に際してのお願い
・3歳以上のすべてのお客さまは、マスク着用での入場をお願いします。
（体質等で特別な事情がある方は、スタッフまでお知らせください）
・入口にて入場のお客さまの体温測定を行います。
・37.5℃以上の発熱、強いだるさ（倦怠感）など、体調不良のお客さまは入場をご遠慮ください。

会場はこちら

・感染予防のため、グループ毎に適切な距離を取ってください。

※会場についての注意事項
・会場は東京ジョイポリスの外となります。
・東京ジョイポリスのチケットではご入場できません。
・ご購入後の払い戻し、変更はできません。
・会場内混雑の際は、入場をお待ちいただくことがあります。
・混雑時には時間制限を設ける場合があります。

＜東京ジョイポリス概要＞
●公式サイト：http://tokyo-joypolis.com/
●所在地：東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ3～5階
●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
●営業時間：感染防止対策中につき、時期により変動がございます。詳細は上記公式サイトにて事前にご確認ください。
●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

JOYPOLIS SPORTS でも「カブト・クワガタ ふれあいの森 in 仙台 2022」開催
2022年4月29日に宮城県仙台市にグランドオープンした、ス
ポーツエンタテインメント施設「JOYPOLIS SPORTS（ジョイポ
リス スポーツ）」そば特設スペースにて開催いたします。

「カブト・クワガタ ふれあいの森 in 仙台 2022」
●開催期間：2022年7月17日（日）～202２年8月21日（日）
※予告なく変更となる場合があります
≪イベントメインビジュアル≫

●営業時間：10:00～18:00（最終入場：17:45）
※時期により変更となる場合があります
●開催場所：宮城県仙台市泉区南中山1-35-57
イオン仙台中山店別館1階 JOYPOLIS SPORTSそば
●入場料金：大人（中学生以上）８00円／小人500円(2歳以下無料)
●後

援：仙台市／仙台市教育委員会

「カブト・クワガタ ふれあいの森 in 仙台 2022」 特設サイト
https://tokyo-joypolis.com/event/fureainomori_jp/sendai.html
□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下記拠点にても同時開催いたします
＜カブト・クワガタ ふれあいの森 in 横浜 2022＞
●開催期間：2022年7月20日（水）～202２年9月4日（日）
●営業時間：10:00～18:00（最終入場：17:45） ※時期により変更となる場合があります
●実施内容：カブトムシ＆クワガタのふれあいコーナー、生体販売・グッズコーナー
●開催場所：ザ・サードプラネット 横浜本店
横浜市営ブルーライン／グリーンライン 「センター北」駅 徒歩1分 ノースポート・モール6階 特設会場
●入場料金： 50０円 (3歳以下無料)

＜カブト・クワガタ ふれあいの森 in 京都 2022＞
●開催期間：2022年7月25日（月）～202２年9月4日（日）
●営業時間：10:00～18:00（最終入場：17:45） ※時期により変更となる場合があります
●実施内容：カブトムシ＆クワガタのふれあいコーナー、生体販売・グッズコーナー
●開催場所：ザ・サードプラネット BiVi京都二条店
JR「二条」駅すぐ／地下鉄東西線「二条」駅 JR連絡通路すぐ
●入場料金： 50０円 (３歳以下無料)

＜カブト・クワガタ ふれあいの森 in 鹿児島 2022＞
●開催期間：2022年7月27日（水）～202２年9月4日（日）
●営業時間：10:00～18:00（最終入場：17:45） ※時期により変更となる場合があります
●実施内容：カブトムシ＆クワガタのふれあいコーナー、生体販売・グッズコーナー
●開催場所：ザ・サードプラネット ジャングルパーク鹿児島店
鹿児島中央駅より市営バス16番 鴨池港・文化ホール線 「与次郎一丁目」
鹿児島交通32番-1 鹿児島中央駅前・鴨池港線 「与次郎一丁目フレスポジャングルパーク前」
●入場料金： 50０円 (3歳以下無料)
※上記内容は変更となる場合があります。ご了承ください。

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞
「カブト・クワガタ ふれあいの森in お台場 2022」に関するお問い合わせ
東京ジョイポリスPR事務局（共同PR内）
担当：黒澤、高橋、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
「カブト・クワガタ ふれあいの森in 仙台 2022」に関するお問い合わせ
JOYPOLIS SPORTS PR事務局（共同PR内）
担当：大沢 TEL：090-5337-6263 受付時間 平日 10:00～18:00
FAX：03-4540-8325 Mail: joypolis-sports-pr@kyodo-pr.co.jp
「カブト・クワガタ ふれあいの森in 横浜／京都／鹿児島 2022」に関するお問い合わせ
株式会社サードプラネット
（横浜）045-914-738
担当：豊福、島津、菅原
（京都）075-813-2150
担当：渕橋
（鹿児島）099-213-0223 担当：田原、長谷川
Ｍａｉｌ： y-toyofuku@3rdplanet.jp
□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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