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10 月 1 日（土）「仮面ライダーエグゼイド」が早くも登場！
エグゼイドをモチーフにしたフードメニューも発売開始
10 月 2 日（日）あさ 8 時から、テレビ朝日系にて放映開始予定の「仮面ライダーエグゼイド」。体験型
エンターテインメントミュージアム「東映ヒーローワールド」では、ニューヒーロー「仮面ライダーエグゼ
イド」が、放映開始に先駆けて 10 月 1 日（土）に登場します。
「ヒーローと写真撮影会」にもやってくるほ
か、
「仮面ライダーエグゼイド レベル 2」をモチーフにしたオリジナルフードメニューも発売予定です。

■「仮面ライダーエグゼイド」の展示スタート！
館内展示は、放送開始に先駆けて 10 月 1 日（土）よりス
タート、いつでも会うことができます。展示は「仮面ライ
ダーエグゼイド レベル 2」に加えて、「仮面ライダーブレ
イブ レベル 2」「仮面ライダースナイプ レベル 2」も同
時に登場します。

■「ヒーローと写真撮影会」にエグゼイド登場！
毎週土日祝日に開催中の「ヒーローと写真撮影会」には
10 月 1 日（土）より「仮面ライダーエグゼイド レベル 2」
がやってきます。いち早く一緒に写真撮影しよう！

■「エグゼイド」のフードメニューも同時登場！
10 月 1 日（土）から、ヒー
ローワールドカフェにて「仮面
ライダーエグゼイド レベル 2」
をモチーフにしたフードメニュー
を新発売。お子様が大好きな
ハンバーグの上にハム、チーズ、
のりでエグゼイドを表現し丼に
仕上げました。
「エグゼイ丼 レベル 2」
850 円（税込）
仮面ライダーエグゼイド アクションゲーマーレベル2

エグゼイ丼レベル2

※画像はイメージです。 ©石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・東映ＡＧ・東映ビデオ・東映

「東映ヒーローワールド」では、お客様に歴代の東映特撮ヒーローの世界観の中で「見る・遊ぶ・知る・
食べる」をドラマチックに体験いただけるよう、今後も新たなコンテンツを順次取り入れてまいります。
『東映ヒーローワールド』施設概要
施設名称
「東映ヒーローワールド」 英文表記「TOEI HERO WORLD」
10：00～18：00 ※最終入場 17：00 不定休
営業時間
「遊び放題パスポート」 大人・子供共通 2,000 円※税込
チケット
「当日入場券」 大人（中学生以上）1,400 円、子供（3 歳以上小学生以下）1,000 円※税込
場所
イオンモール幕張新都心 ファミリーモール 3 階（千葉県千葉市美浜区豊砂 1-5）
※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
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10 月 1 日（土）「仮面ライダーエグゼイド」が早くも登場！
■「仮面ライダーエグゼイド」登場
放送開始に先駆けて 10 月 1 日（土）より「仮面ライダー
エグゼイド レベル 2」が館内に展示されます。
さらに、「仮面ライダーブレイブ レベル 2」
「仮面ライダー
スナイプ レベル 2」も同時に展示開始し、
お客様をお迎えします。

■「仮面ライダーエグゼイド」グッズも新発売！
「仮面ライダーエグゼイド」登場に合わせて販売開始する
東映ヒーローワールド限定グッズを一部ご紹介。

仮面ライダーブレイブ
クエストゲーマーレベル2

仮面ライダースナイプ
シューティングゲーマーレベル2

○10 月 1 日(土)発売予定
【THW 限定】マイクロファイバーミニタオル 648 円（税込）
【THW 限定】プチプリントクッキー
（エグゼイド＆ジュウオウジャー）918 円（税込）
【THW 限定】仮面ライダーエグゼイド SD 柄Ｔシャツ
・色：大人用 黒、子供用 黒・白
・サイズ／価格：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ／3,348 円（税込）
110ｃｍ・120ｃｍ・130ｃｍ／2,268 円（税込）

■ヒーローワールドカフェに新メニュー

仮面ライダーエグゼイド
プチプリントクッキー
マイクロファイバーミニタオル
エグゼイド＆ジュウオウジャー

ライダーマシン展示イベント「ライド！ライド！ダイサクセン」の
開催を記念して、2 種類のパフェを発売します。
○9 月 22 日（木・祝）発売予定
「仮面ライダーマッハ”炎パフェ”」620 円（税込）
「仮面ライダーチェイサー“タベテイイヨパフェ“」620 円（税込）

■「ヒーローと写真撮影会」10 月の強力ラインナップ！

仮面ライダーマッハ
“炎パフェ”

仮面ライダーチェイサー
“タベテイイヨパフェ”

毎週土日祝日にヒーローと一緒に写真撮影ができる「ヒーローと写真撮影会」では、10 月 1 日（土）
早くも「仮面ライダーエグゼイド レベル 2」が初登場します。
さらに、10 月 9 日（日）
「仮面ライダーブレイブ レベル 2」が、10 月 10 日（月・祝）には「仮面
ライダースナイプ レベル 2」が初登場、
「仮面ライダーエグゼイド レベル 2」と一緒に撮影いただけます。
そのほかにも、動物戦隊ジュウオウジャーより、「ジュウオウイーグル」と「ジュウオウザワールド」も
やってきます。
開催日程

開催時間

10 月 1 日(土) 「仮面ライダーエグゼイド レベル 2」(初登場！)
10 月 2 日（日）8 日(土) 「仮面ライダーエグゼイド レベル 2」
10 月 9 日(日) 「仮面ライダーエグゼイド レベル2」
＆「仮面ライダーブレイブ レベル 2」(初登場！)
10 月 10 日(月・祝) 「仮面ライダーエグゼイド レベル 2」
＆「仮面ライダースナイプ レベル 2」(初登場！)
10 月 15 日(土)、16 日(日) 「仮面ライダーブレイブ レベル 2」
10 月 22 日(土) 「ジュウオウザワールド」
10 月 23 日(日) 「ジュウオウイーグル」
10 月 29 日(土)、30 日(日) 「仮面ライダースナイプ レベル 2」
1 回目：11:00～ 2 回目：12:30～ 3 回目：14:30～ 4 回目：16:30～

料金

1,000 円/1 枚(税込)

開催場所

施設内 ヒーロースタジオ

備考

各回とも規定の人数に達し次第、整理券の配布と撮影受付を終了します。
混雑その他の事情により、ご希望の時間帯の撮影会にご参加いただけない場合もご
ざいますので、あらかじめご了承ください。
都合により撮影会が遅延、中止となる場合がございます。
撮影会は入場されたお客様を対象とし、撮影会のみの利用はできません。

※画像はイメージです。

ジュウオウイーグル

ジュウオウザワールド
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