- INFORMATION2022 年 7 月 14 日
CAセガジョイポリス株式会社

猛暑予想の2022夏は、JOYPOLIS SPORTSで遊びつくそう！
時間と猛暑を気にせず遊べる「夏休み！学生フリータイム祭！」
「第一回ハッシュタグ選手権」「LINE友達紹介キャンペーン」も同時開催

夏休み期間限定で「カブト・クワガタ ふれあいの森 in 仙台 2022」も初開催
7月19日（火）は小学生以下のお子さま無料デー

30種類以上のスポーツ・ゲームが楽しめるスポーツ系アミューズメント施設「JOYPOLIS SPORTS（ジョイポリ
ススポーツ）」では、7月21日（木）～9月30日（金）まで、16時以降の入場で閉店まで遊び放題になる「夏休み！学
生フリータイム祭！」をはじめ、公式TwitterとTikTokで「第一回ハッシュタグ選手権」、「LINE友達紹介キャンペー
ン」など、夏季限定のスペシャルキャンペーンを実施いたします。
また、7月17日（日）～8月21日（日）の夏休み期間には、JOYPOLIS SPORTSそばの特設スペースで、「カブト・
クワガタ ふれあいの森 in 仙台 2022」を初開催。7月１９日（火）は小学生以下のお子さまの入場無料デーを実施
いたします。猛暑が予想される今年の夏、涼しい屋内で快適にお楽しみいただけます。

JOYPOLIS SPORTS（ジョイポリススポーツ）は、「東京ジョイポリス」など国内外の大型アミューズメント施設の運営・プ
ロデュースを行ってきたCAセガジョイポリス株式会社により、新業態として今年4月に仙台にオープン。
バスケットや卓球などの定番スポーツから、ボルダリングやスケートボードといった人気上昇中の競技、スポーツが苦手な
方も楽しめるモルックやステッキボール、ビリッカーなどの新感覚スポーツ、さらにはeスポーツまで、２時間制で30以上の
コンテンツが自由に楽しめる、屋内型のスポーツエンターテインメント施設です。

□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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<夏のキャンペーンに関して>
今年の夏は全国的に猛暑が予測され、東北南部でも観測史上最も早く、初めての6月中の梅雨明けとなりました。
JOYPOLIS SPORTSではフリータイムで思う存分遊べるプランや、賞品が当たる夏の各種キャンペーンを実施し、
皆様のご来場をお待ちしています。

■１６時以降の入場で時間無制限、「夏休み！学生フリータイム祭！」
学生限定！通常２時間制のところ、１６時以降のご入場で、閉店まで時間無制限でご利用いただけます。「すべて
のコンテンツを体験したい！」「いつもの２時間だけじゃ満足できない！」「夏の夜をめいっぱい楽しみたい！」とい
った方におすすめです。スポーツの合間に、コミックコーナーやカラオケBOXで息抜きもできるので、長時間充実し
て過ごせます。
期間：7月21日（木）～9月30日（金）
対象：小学、中学、高校、大学・専門の学生
条件：対象は6～21歳（学生証をご提示いただければ対象年齢以外でもご利用いただけます）

■「第一回 ハッシュタグ選手権」
期間:7月21日（木）～9月30日（金）
対象：全年齢層
内容：Twitter、TikTokで、JOYPOLIS SPORTS公式アカウントをフォローの上で、「＃ジョイポリススポーツ」の
ハッシュタグをつけて投稿すると、「いいね！」最多獲得者には「いいね！賞」、ベストな投稿をスタッフが選ぶ
「特別賞」に賞品としてAmazonギフト券を贈呈。そのほかAmazonギフト券が当たる抽選も実施予定です。

■「LINE友達紹介キャンペーン」
期間：7月21日（木）～9月30日（金）
対象：全年齢層
内容：JOYPOLIS SPORTS LINE公式アカウントに登録している方が、2名以上の未登録の友達と来場し、その場
でLINE公式アカウントを登録すると、LINE登録者に友達紹介クーポンを配布。紹介者には10月以降に使え
る施設利用無料券をプレゼント！

「JOYPOLIS SPORTS」 初テレビCM放映開始！
7月２9日（金）～８月１4日（日）まで、宮城県内でテレビCMを放映します。CMには、ジョイポリススポーツ初代ア
ンバサダーのオラキオさん（お笑い芸人）、YouTube、TikTokなど各種SNSで活躍するラブマツさん、地元仙台で
活躍するアイドル・仙台flavorのお二人が出演します。仙台flavorの「LOVE無限大∞」の楽曲と共に、「みんなでワ
イワイ盛り上がれるスポーツアミューズメント施設」がコンセプトのJOYPOLIS SPORTSのイメージにぴったりな
CMが完成しました！
オラキオ
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もお笑い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。

□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

ラブマツ
作品の総再生数は3億回超え。YouTube、TikTokをメインに、VFXやCG合
成を用いたコメディ動画やアニメOPの実写化、また映像を使ったライブパフォ
ーマンスなど、他にはないエンターテイメントや映画級のコンテンツを制作する
ことで注目を集めるクリエイター。撮影、映像編集、画像加工、3DCG、踊り手、
コスプレ、MC、DJと、昨今の活動は多義に渡る。
仙台flavor
歌って踊れる正統派アイドルグループを目指し、地元仙台完全密着型アイドルと
して活動する二人組。毎週日曜日には、仙台駅前、一番町でゴミ拾いのボランテ
ィア活動を行っている。JOYPOLIS SPORTS新CMでは、仙台flavorの楽曲
「LOVE無限大∞」も披露される。

「カブト・クワガタ ふれあいの森 in 仙台 2022」
夏休み直前の7月19日（火）は小学生以下のお子さま無料デー！
東京・お台場で、都内最大級の昆虫イベントとして昨年は約２万人が来場した企画を仙台でも開催します。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。併設するJOYPOLIS SPORTSとの共通割引特典も設けていますので、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。
7月１９日（火）限定で、小学生以下のお子さまの入場無料デーを実施。ぜひご利用ください。
●開催期間：7月17日（日）～8月21日（日）
※予告なく変更となる場合があります
●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
イベントメインビジュアル

◆カブトムシ＆クワガタのふれあいコーナー
カブトムシやクワガタと実際にふれあう事ができます。（外国産種含む）

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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◆生体展示コーナー
お子様から大人気の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、世界の珍しい昆虫を間近でケース越しに観察できます。
※写真はイメージ ※時期により一部昆虫の展示が無い場合があります。

◆「昆虫図鑑閲覧」コーナー
標本展示コーナー

昆虫とのふれあいの後は、『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。

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

◆ぬりえ＆クイズコーナー

<nako.takahashi@cas
egajp.com>嶋田 智浩

小さなお子さまもお楽しみいただけます。

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

◆グッズ・生体販売コーナー

<nako.takahashi@cas

カブトムシとクワガタの生体や、飼育セット、昆虫グッズなどを販売。生体やグッズが当たる「昆虫くじ引き」も。
egajp.com>ーナー イメ
ージ

「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

＜JOYPOLIS SPORTS、カブト・クワガタふれあいの森 共通割引特典＞

◆カブト・クワガタふれあいの森
・JOYPOLIS SPORTSレシートで大人（中学生以上）200円割引。
※大人のみ、小人対象外。レシート一枚につき大人3名まで有効。
※当日のレシートのみ有効、レシート額面の条件なし。
・イオン仙台中山店本館、および別館（JOYPOLIS SPORTS以外）の額面1,000円分以上のレシート持参で
大人（中学生以上）200円割引。
※大人のみ、小人対象外。レシート一枚につき大人3名まで有効。
※当日のレシートのみ有効、複数レシート合算不可。

◆JOYPOLIS SPORTS
・「カブト・クワガタ ふれあいの森 in 仙台 2022」 チケットもしくはレシートで一律200円割引。
※チケットもしくはレシート一枚につき５名まで有効。

□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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「JOYPOLIS SPORTS （ジョイポリススポーツ）」施設概要
◆所 在 地：仙台市泉区南中山1-35-57 イオン仙台中山店 別館1階
◆アクセス：JR仙台駅より車で約25分
◆営業時間：日曜～木曜 10:00～20:00 (最終受付19:０0)
金曜、土曜 10：00～22：００（最終受付21：００）
※営業時間は予告なく、変更になる場合がございます。
◆定休日：イオン仙台中山店の休館日
◆電話番号：022-341-8945
◆公式サイト：https://joypolis-sports.com/
※税込
区分

平日
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
区分

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

延長料金

440円
880円
770円
660円
440円
-

100円
300円
200円
100円
100円
-

30分

土日祝（GW期間、お盆期間、SW期間、年末年始期間含む）
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
ま先のあいた履物、ヒールの高い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。

＜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ＰＲ事務局(共同 PR（株）内)
090-5337-6263 （大沢）／joypolis-sports-pr@kyodo-pr.co.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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