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報道関係各位  2021年 3月 2日 

今春、レゴランド®・ジャパン・リゾートの象徴となる２大コンテンツが誕生！ 

― パーク全体を舞台とした体験型シーズナルイベントを導入 ―

「レゴランド®ゲームズ 2021」３月 19日（金）グランドオープン 

― お誕生日をたくさんのサプライズな仕掛けとともにリゾート全体で祝福 ―

「ハッピー・バースデー・パッケージ」４月１日（木）サービス開始 

日本で唯一、レゴ®ブロックの世界の中で一日中楽しめるファミリー・リゾート『レゴランド
®・ジャパン・リゾート』はこのたび、

『レゴランド・ジャパン』全体を舞台に親子で楽しめる体験型アクティビティ「レゴランドゲームズ」を年4回、シーズナルイベン

トとして導入。第 1 弾は今年生誕 10 周年を迎えるレゴ®ニンジャゴーの世界で“最強ニンジャ”を目指すアクティビティを

3月 19日（金）より開催、第 2弾は 7月 2日（金）より新設するウォータープレイエリアにて、水とアスレチックと迷路

をテーマにした夏季イベントを展開します。さらに、お子さまのお誕生日をサプライズ盛りだくさんでお祝いする「ハッピー・バ

ースデー・パッケージ」を 4 月 1 日（木）より『レゴランドⓇ・ジャパン・ホテル』を含めたリゾート全体で提供開始。3月 15

日（月）より公式 HPで予約開始します。 

今春、『レゴランド・ジャパン・リゾート』のシンボルとなる新コンテンツ「レゴランドゲームズ」と「ハッピー・バースデー・パッケー

ジ」が誕生します。年 4回、季節ごとに開催する「レゴランドゲームズ」は、子どもたちが遊びの中から創造性や発想力とい

った学びのチカラを身につけられるように作られた体験型アクティビティとして展開。イベントパッケージ（税込料金 500 円

～）には、パーク全体に散りばめられた体験ポイントが記された巻物型の地図や小冊子、ミールクーポンなどの特典が含

まれ、さらに、お題をすべてクリアすると賞品として『レゴランド・ジャパン』オリジナルのファクトリーブロックがもらえます。 

第 1 弾となる『レゴニンジャゴー・トレーニング・アカデミー』では、レゴニンジャゴーをテーマに、心・技・体を鍛錬

する修行にチャレンジしていただきます。期間中はニンジャをモチーフにしたメニューや限定グッズが登場し、さらに

ニンジャのコスチュームやグッズで仮装して来園された方、ビッグショップ内でニンジャグッズを購入された方には『レ

ゴランド・ジャパン・ホテル』ご宿泊券を抽選で 2組 (最大 4名 x 2) にプレゼント。春休みからゴールデンウィ

ークにかけてのメインコンテンツとして展開します。 

※3月 18日（木）11時よりプレス内覧会を開催します。詳細は追ってご案内申し上げます。



第 2 弾イベント『ブラック・ビアの挑戦状 海賊島からの大脱出！』 

（7月 2日（金）～8月 31日（火））は、海や水をテーマにした 6

つのアトラクションと期間限定で新設されるアトラクション型ウォータープレイ

エリア「ウォーター・メイズ（＝水の迷路）」を舞台にした脱出コンテンツで

す。小さなお子さまも楽しめる水深 30cm からの「ウォーター・メイズ」では

真夏に本物の雪を降らせる演出を施し、最高の水遊びをご提供。『レゴラ

ンド・ジャパン』の 2021年夏は“スーパークール体験”をコンセプトに、涼を

とるためのアイテム、メニューをふんだんにご用意します。 

そして今回、年間3,000組以上の子どもたちのお誕生日をお祝いしている『レゴランド・ジャパン・リゾート』の新コンテン

ツとして「ハッピー・バースデー・パッケージ」が登場します。お子さまの成長を記念する家族の大切な一日を、リゾート全体

で祝福するお誕生日プラン 3種（無料プラン／パークパッケージ 5,000円／ホテルパッケージ 8,000円：税込）をご

用意。パークパッケージでは、お誕生日のお子さまが遊んでいるエリアに突如、バースデーソングが流れ、周囲のスタッフが

「おめでとう」のお声かけをします。また、パーク内 VIP ルームでキャラクターとのフォトセッションやランチでのお誕生日ケーキ

＆キッズプレートのご提供など、主役となる特別な日であることをサプライズ感とともに印象づけます。 

ホテルパッケージでは、お部屋に一歩踏み入れたとたんにバースデー

仕様のデコレーションとプレゼントボックスがお出迎え。また、お子さま宛に

キャラクターから電話がかかってくるサプライズな演出も。さらに、ディナー

ではプロジェクションマッピングの技術により、“あるもの”を作り出すおどろ

きの仕掛けを披露します。 

その他、『レゴランド・ジャパン・リゾート』が展開する“見て、さわって、学んで”体験できる水族館『シーライフ名古屋』でも

水族館ならではのレンジャーミッションをご用意。2021 年春、新コンテンツ「レゴランドゲームズ」と「ハッピー・バースデー・パ

ッケージ」、そしてリゾート全体での企画を通じ、本当ならば 2020年にあったはずの家族の時間を取りもどすために、そして

“いましか、家族でできないことを。”をお届けするために、安全な環境で安心して楽しめる場所をご提供してまいります。 

＜レゴランド・ジャパン・リゾート概要＞ 

日本で唯一、レゴブロックの世界観にたっぷり浸かっていただける『レゴランド・ジャパン・リゾート』は、2 歳から 12 歳ま

でのお子さまを持つご家族をターゲットとした屋外型テーマパーク『レゴランド・ジャパン』（2017 年 4 月 OPEN）と

『レゴランド・ジャパン・ホテル』、“見て、さわって、学んで”体験できる水族館『シーライフ名古屋』からなる一大ファミリ

ー・リゾートです。2017年 4月に日本上陸した『レゴランド・ジャパン』はテーマの異なる８つのエリアからなり、1,700

万個のレゴブロックと 10,000 のレゴモデルを使用し、40 種類を超えるアトラクションやショー、シアター、飲食施設、

ショップなどで楽しめる時間と、想像力を自由に働かせる機会をご提供します。

【名   称】 レゴランド・ジャパン・リゾート 

【住   所】 愛知県名古屋市港区金城ふ頭二丁目 2番地 1 

電車：名古屋臨海高速鉄道あおなみ線「金城ふ頭」駅より徒歩 5分 

お車：伊勢湾岸自動車道「名港中央ＩＣ」降りてすぐ 

【営業時間】 10：00～ ※閉園時間は日によって異なる 

【入 場 料】 1DAY パスポート当日：こども（3歳～12歳）3,800円～、おとな（13歳以上）5,100円～ 

※年間パスポート（こども 6,500円～、おとな 9,900円～）や前売料金等の設定あり

【お問合せ】 コールセンターTEL：0570-05-8605（金曜～月曜／9時～17時） 

※パークの休園情報は公式 HP（https://www.legoland.jp/）をご参照の上、

お住まいの都道府県の緊急事態宣言／ガイドラインに従ってご来園ください。



「レゴランドゲームズ 2021」開催概要 

＜企画意図＞ 

思考性、創造性、自発性、閃き、協調性… 子どもたちが遊びの中から身につける学びのチカラ。「レゴランドゲームズ

2021」は、そんなステキな学びのチカラが 1年を通して体験することで自然と身につく体験型コンテンツです。子どもたちが

夢中になってチャレンジする瞬間を、ぜひご家族ご一緒にお楽しみください。 

【名   称】 レゴランドゲームズ 2021 

【期   間】 年 4回のシーズン毎に期間限定開催 

春：2021年 3月 19日（金）～5月 9日（日）『レゴニンジャゴー・トレーニング・アカデミー』 

夏：2021年 7月 2日（金）～8月 31日（火）『ブラック・ビアの挑戦状 海賊島からの大脱出！』 

秋：2021年 9月 10日（金）～11月 3日（祝・水）※詳細は後日発表 

冬：2021年 11月 5日（金）～12月 26日（日）※詳細は後日発表 

【料   金】 1 パッケージ：税込 500円～ ※入場料は別途必要 

【主なパッケージ内容】 ※各イベントによって内容は異なります。 

・イベントマップ or小冊子：体験ポイントをすべてクリアすると賞品（限定ファクトリーブロック 1個）をプレゼント

・参加証：リストバンド  ・その他：ミールクーポンや限定アトラクション入場券など

■レゴランドゲームズ 2021 ～スプリング～ 『レゴニンジャゴー・トレーニング・アカデミー』開催概要

＜イベントストーリー＞ 

最強のニンジャに必要不可欠な秘伝の奥義。この奥義の習得には、心・技・体

（ココロ・ワザ・カラダ）それぞれのカテゴリーにおいてバランス良くスキルが備わってい

なければなりません。初見での直感ではなく、ひとつ先を考えるチカラを身につけて、

レゴニンジャゴーの世界で“最強ニンジャ”の称号をゲットしよう。

【期   間】 2021年 3月 19日（金）～5月 9日（日） 

【料   金】 1 パッケージ：税込 500円／税込 980円（LEGO ミニキット付・店舗販売のみ）※入場料は別途必要 

【配 布 物】 巻物型イベントマップ、リストバンド（5種類よりランダム配布）、ミールクーポン（ドリンク 1杯無料） 

【内   容】 レゴニンジャゴーのキャラクターがデザインされたリストバンドを装着して＜心・ 技・体＞を鍛える 7つの“修行”

に挑んでいただきます（5 種類のキャラクター毎に修行の内容・ルートが異なります）。これらの体験ポイント

をすべてクリアすると“修行のあかし”（本イベント限定ファクトリーブロック 1個／期間中 2種類のデザインを

ご用意）をプレゼント。 

◎体験ポイント「心」：ビルディング・モデル「一心同体」

シークレットブロックビルドに挑戦！見えない箱に入っている複数のパーツを

見えている側から誘導し、二人で力を合わせてミニフィギュアを完成させよう。 

◎体験ポイント「技」：ストライク・ソウル「一球入魂」

修行のエレメンツボールを転がして

ブロックで作られた敵キャラクターデザインのピン 3本を倒そう。

◎体験ポイント「体」：バランス・タイム・アタック「一触即発」

ランダムに選ばれたブロックと同じ色の岩に、指定された手・足を置いてバランスを

とる修行。親子で参加し、どちらの手足で色を踏むかを相談しながらクリアしよう。 

リストバンド

限定ファクトリーブロック 

❓



＜TOPICS＞ ニンジャをモチーフにしたメニューや春の新作メニューがバリエーション豊富に登場！ 

◎レゴランドゲームズ記念メニュー ＜3月 19日（金）～5月 9日（日）＞

◎2021年スプリングメニュー ＜3月 19日（金）～ 6月 30日（水）＞

■レゴランドゲームズ 2021 ～サマー～ 『ブラック・ビアの挑戦状 海賊島からの大脱出！』

＜イベントストーリー＞ 

LEGOLAND に足を踏み入れると、そこは危険な冒険の海だった。冒険の海を超えた者だけが、無事に帰ることができる壮絶 

アドベンチャー。この冒険を制するには、勇気や協調性といったチカラが必要です。大切な家族や友だちと共に協力し、さまざま

な水ものアトラクションを制覇して、キャプテン・ブラック・ビアの挑戦に打ち勝とう！ 

【期   間】 2021年 7月 2日（金）～8月 31日（火） 

【料   金】 1 パッケージ：税込 500円 ※入場料は別途必要 

【配 布 物】 ブックレット（挑戦状）、新アトラクション「ウォーター・メイズ」入場券 

【内   容】 大海賊団キャプテン「ブラック・ビア」の挑戦状を読みながら、海や水をテーマにした 7 つのアトラクションから 

3 ヵ所を体験して得られるヒントをもとに“迷路”からの脱出に挑んでいただきます。ゴールにたどり着き、 

脱出のしるしをゲットすると“ブラック・ビアの宝”（限定ファクトリーブロック 1個／2種）をプレゼント。 

＜TOPICS＞ 本物の雪が舞い散る！新アトラクション「ウォーター・メイズ」が夏限定で登場！ 

『レゴランド・ジャパン』の敷地を拡大し、“迷路（＝Maze メイズ）”を

テーマにした期間限定の新アトラクション「ウォーター・メイズ」が今夏に

初登場。55 ㎡に及ぶ広大なアスレチック要素を取り入れたウォーター

プレイエリアで、小さなお子さまも楽しめるように水深 30cm に設定し、

安全面を重視した設計です。“いま、ここでしかできないスーパークール

体験”をコンセプトに、雪や水が降ってくるなど『レゴランド・ジャパン』で

しか体験できない最高の水遊びをご提供します。 

※すべて税込価格 

レゴランドゲームズ第 1弾『レゴニンジャゴー・トレーニング・アカデミー』

開催を記念し、ニンジャをモチーフにしたスイーツメニュー4種が登場。 

・ニンジャメロンパン レッド／グリーン／ブルー：各 400円（写真左上）

・ニンジャいちご大福 抹茶／カスタード：各 480円（写真左下）

・ロイドの抹茶カステラ／カイのベリーカステラ：各 500円（写真右下）

・レッドブリックチュロ／グリーンブリックチュロ：各 450円（写真右上）

①おおきなミニフィギュアの

わくわくファミリーカレーセット：5,000円

②オーリーの贅沢エビフライカレーセット

オーリーの欲張りソーセージカレーセット

各 2,200円

③ビックリブリックバーガー：1,800円

④イチゴのブリックミルフィーユ：550円

⑤イチゴのカラフルシャルロットケーキ

480円

⑥たっぷりストロベリーアイスラテ：600円

桜ミルクタピオカラテ：550円

その他、８レストラン・カフェにて 50種類以

上の季節メニューを取り揃えています。 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

※イメージ画です



「ハッピー・バースデー・パッケージ」概要 

＜企画意図＞ 

子供たちにとって、一年の中でもビッグイベントでもあるお誕生日。パパやママ、おじ

いちゃんにおばあちゃん、色々な人から祝福を受け、愛情を感じる特別な日です。

これは子どもたちだけではなく、本当はパパやママたちにとっても一生忘れることので

きない特別な記念日。産声をあげたあの日のことを思い出しながら。そんな家族の

大切な記念日を忘れることのできない思い出とともに、レゴランド・ジャパンで過ごす

特別なひとときを心を込めてお届けします。Happy Birthday to you ! 

【名   称】 ハッピー・バースデー・パッケージ 

【開 始 日】 2021 年 4 月 1 日（木） 

【申込方法】 2021 年 3 月 15 日（月）より以下にて予約受付開始 

公式 HP もしくはコールセンターTEL：0570-05-8605（金曜～月曜／9 時～17 時） 

【税込料金／主なパッケージ内容】  

名称 ハッピー・バースデー・パッケージ ハッピー・バースデー・パークパッケージ ハッピー・バースデー・ホテルパッケージ

税込料金 無料 5,000円／組 8,000円／組 

付帯料金 パーク入場料は別途必要 パーク入場料は別途必要 パーク入場料＆ホテル部屋代は別途必要 

サプライズ
ワークショップ時に

おめでとうの声かけ

ワークショップ時におめでとうの声かけ

パーク内で「ハッピーバースデー」ソング

ワークショップ時におめでとうの声かけ

客室デコレーション＆プレゼント BOX

キャラクターから客室にお祝いの電話

ディナーにてプロジェクションマッピング

料飲関連 

ポップコーン＆ポテトケースが 

バースデー特別デザイン 

ドリンクカップにお祝いメッセージ 

お誕生日ケーキ（12cm）贈呈 

レストランのランチ席予約 

（バースデーキッズプレート付き） 

お誕生日ケーキ（12cm）贈呈 

ホテルレストランのディナー席予約

（バースデーキッズプレート付き）

記念撮影 
レストラン利用者のみ

レゴブロックケーキご用意

パーク VIP ルームで 

キャラクターとのフォトセッション

バースデーパーティ時に 

キャラクターとのフォトセッション

配布物 ステッカー
特大ステッカー、バースデーチケットホルダー 

レゴミニセット、ぬりえ、他

特大ステッカー、レゴバースデーボックス 

ポップバッジ、他 

その他 
ゲーム 1回無料 

年パス提示で商品 20％オフ 

購入したミニフィギュア 1体への名入れ 

最大 3 つのアトラクション優先体験 

指定の人気４商品が 20％OFF 

バースデーパーティ＠ホテルへの参加 

指定の人気４商品が 20％OFF 

対象者 お誕生日を迎えられるお子さまがいらっしゃるご家族・グループ 

対象数 なし 1日 15組まで 

事前予約 不要 5日前まで 14日前まで 


