- INFORMATION-

2022 年 7 月 20 日
CAセガジョイポリス株式会社

メンズアイドルグループ「9bic」と東京ジョイポリス、初のコラボイベント開催決定！

「9bic in JOYPOLIS」
アトラクションコラボや限定衣装のオリジナルグッズなど、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、人気メンズアイドルグループ「9bic」とのコラボレーションイベント「9bic in
JOYPOLIS」を、2022年8月1日（月）から2022年10月30日（日）まで開催いたします。
初コラボとなる本イベントでは、ジョイポリスでしか観られないスペシャルショーをはじめ、人気アトラクションとの
コラボやコラボカフェなど、テーマパークならではのコンテンツが盛りだくさん。その他にも、限定衣装のビジュアル
を使用したオリジナルグッズの販売や、コラボプリントシール機なども展開予定です。
この夏、東京ジョイポリスで開催されるファン必見のコラボイベントをぜひお楽しみ下さい！
「9bic(キュービック)」とは
“現代（いま）を生きる王子様（プリンス）達”をコンセプトとした、6人組メンズアイドルグループ「9bic」。
圧倒的顔ラン「四季涼雅」、ツンデレ王子「市川慶一郎」、ミラクルボイス「仮屋瀬さつき」、全国民の弟「椚三波斗」、全力ヲタク「双
葉小太郎」、ミステリアスボーイ「六花清春」の個性溢れる面々で結成されたグループ。
アイドルとしての活動とは別にYouTuber「ハコイリムスコ」としての顔を持ち、約35万人のチャンネル登録者数を獲得。10代〜
20代のティーン世代に強い影響力をもち、SNSを中心に人気を博している。
9bic オフィシャルサイト : https://9bicofficial.net/
9bic 公式 Twitter ： https://twitter.com/9bic_official
YouTubeチャンネル「ハコイリムスコ」 ： https://www.youtube.com/channel/UClPT6MGSHh7mLies9ZaaZwQ
□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◆東京ジョイポリスでしか観られないスペシャルショーを上映！
「9bic」のミュージックビデオを使用したスペシャルメドレーに、プロジェクション
マッピングや照明、レーザーなどの演出を加えたジョイポリス限定の特別なショーを
上映します。
【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。
【注意事項】
※飛沫拡散防止のため、ショー観覧中は「コール」など、発生を伴う行為はご遠慮ください。

メインステージ イメージ

※ショー観覧の際は、グループごとのソーシャルディスタンス確保にご協力ください。

◆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。「９bic」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！プレイ中にはメンバーが掛け声で盛り上げます。
【使用楽曲】 Aaliyah/klaxon/ARK
【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

◆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！
神秘的なルーン占いアトラクション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「9bic」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 2 種)
※ランダムでお渡しの為、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、メンバーからのメッセージが書かれた
「複製メッセージカード」をランダムで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+複製メッセージカード)：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 1 種)

複製メッセージカード(全 6 種)
※ランダムでのお渡しの為、種類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！
イベント限定衣装のビジュアルを使用した、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「トレーディングダイカットステッカー」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8月2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

アクリルスタンド（全 6 種） 各 1,500 円（税込）
いめーj

トレーディングうちわキーホルダー（全 12 種） 750 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 A5 クリアファイル（全 12 種） 550 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。

缶入りキャンディ（全 1 種） 850 円（税込）

トレーディング缶バッジ（全 12 種）1 回 300 円（税込）
※カプセルトイでの販売です。※グッズ購入特典対象外となります。
※ランダムでの販売の為、絵柄はお選びいただけません。

グッズ購入特典(8月): トレーディングダイカットステッカー (全7種)
期間：8月1日(月)～8月31日(水)
※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

グッズ購入特典(9月): トレーディングダイカットステッカー(全7種)
期間：9月1日(木)～9月30日(金)
※ランダムでのお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

グッズ購入特典(10月): トレーディングダイカットステッカー（全7種）
期間：10月1日(土)～10月30日(日)
※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◆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、限定ビジュアル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：トレーディングアクリルバッジ (全 6 種)
※ランダムでお渡しの為、絵柄はお選びいただけません。

当たり：トレーディングミニ色紙 (全 6 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（全 1３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。

◆「9bic」メンバーと撮影！ジョイポリス限定プリントシール機が登場！
「9bic」のメンバーと一緒に撮影ができる、東京ジョイポリス限定のプリントシール機が登場します。
さらに、イベント後半(9月16日～)より、新デザインの撮影フレームが登場！
【場所】3rd Floor マルチステージ
【料金】1プレイ 700円

プリントシール機 イメージ

フレームデザイン(前半) イメージ
期間：8 月 1 日(月)～9 月 15 日(木)

フレームデザイン(後半) イメージ
期間：9 月 16 日(金)～10 月 30 日(日)

□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！「9bic」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、「9bic」をイメージしたコラボ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

ハコイリロコモコ
1,500 円（税込）

みなとのキウイソーダ
800 円（税込）

りょうがのストロベリーソーダ
800 円（税込）

こたのピンクグレープフルーツ
ジュース
800 円（税込）

けいくんのブルーカルピスソーダ
800 円（税込）

きよのグレープソーダ
800 円（税込）

さつきのマンゴージュース
800 円（税込）

ノベルティ クリアコースター(全 6 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。

◆ステッカー付きのカラフルなコラボフロートを販売！
1st Floor「ディッピンドッツアイスクリーム」では、メンバーをイメージしたカラフルなコラボフロートを販売します。
メニュー1点ご注文につき、ノベルティのステッカーをランダムで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

コラボフロート(全 6 種) 各 600 円(税込)
左から：四季涼雅フロート、市川慶一郎フロート、仮屋瀬さつきフロート、椚三波斗フロート、双葉小太郎フロート、六花清春フロート

ノベルティ ステッカー（全 6 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◆「9bic」のメンバーが館内アナウンスを担当！
館内アナウンスを「9bic」のメンバーが担当！コラボイベントのオススメポイントを紹介してくれます。
【館内アナウンス】

スケジュール
13:40頃
15:40頃
17：40頃

月曜日、水曜日、金曜日、日曜日
四季 涼雅
双葉 小太郎
仮屋瀬 さつき

火曜日、木曜日、土曜日
市川 慶一郎
椚 三波斗
六花 清春

◆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メンバーが出てきて声をかけ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！さらに、 9月16日からは新デザインが登場予定！
【場所】2nd Floor カーニバゲームコーナー横

デジタルコンテンツ イメージ

◆「9bic」専用スペシャルフォトスポットを展開！
3rd Floorの展示スペース「マルチステージ」では、ミュージックビデオの上映の他、
メンバーからのメッセージやのぼり旗などコラボ限定の展示を実施！
フォトスポットとしてお楽しみください。
【場所】3rd Floor マルチステージ

マルチステージ イメージ

「9bic in JOYPOLIS」
特設サイト： https://tokyo-joypolis.com/event/9bic_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 ＞
◆9bic in JOYPOLIS：©2019-2022 9bic.
＜東京ジョイポリス概要＞
●公式サイト：https://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3～5F
●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、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
□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。

6

