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報道関係各位                                                                   2021年 9月 24日 
 
レゴ®ブランド × TOYOTA GAZOO Racingコラボレーションによる夢のイベントがいよいよフィナーレ！ 

 

モータースポーツ界で活躍するレーシングカー含む憧れのクルマが大集合！ 
「ヒーローを体験してみよう！2021～レーサー編～」10/9（土）-10/11（月）開催 

「GR スープラ」実物大レプリカによる初のパレード！無料観覧予約※を 10/4（月）17時より開始 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レゴランド®・ジャパン・リゾートは、TOYOTA GAZOO Racing（以下 TGR）およびレゴジャパン株式会社（以下レ

ゴジャパン）と 3社コラボレーションし、スープラ 35周年を記念して作られた「レゴ トヨタ GRスープラ 実物大レプリカ」の
一般公開イベント「エキサイティング モータースポーツ レゴ エクスペリエンス」を本年 10 月 11 日（月）まで実施中で
す。このたび、本イベントのフィナーレを飾る、いま、ここにしかない家族の夢のような時間、「ヒーローを体験してみよう！
2021 ～レーサー編～」を 10月 9日（土）～11日（月）まで開催します。 
 
子どもから大人まで遊び心を刺激して楽しむイベントのフィナーレとなる「ヒーローを体験してみよう！2021 ～レーサー

編～」では、モータースポーツ界で活躍するレーシングカーが大集合。間近で見ることのない WEC（FIA 世界耐久選手
権）参戦車両「TS050 HYBRID」やWRC（FIA世界ラリー選手権）参戦車両「Yaris WRC」や他にも「Formula 
Nippon のチャンピオンマシン」など、希少なレーシングカーを含むクルマを「レゴ シティ」エリアに一堂に展示します*1。子ど
もたちが楽しめる「タイヤわなげ」や「タイヤボウリング」も登場。さらに、TGR のレーシングスーツを着たレゴランド・ジャパンの
新キャラクター・ジーアールくんや TGR のキャラクター・トヨタくま吉が来園し、イベントを盛り上げます。開催中の「エキサイテ
ィング モータースポーツ レゴ エクスペリエンス」とともに、憧れのクルマやキャラクターたちと触れ合うスペシャルな 3日間をご
家族一緒にお楽しみください。 
 
また、スタンダードおよびプレミアム年間パスポートをお持ちの方を対象に、レゴブロック製の「レゴ トヨタ GR スープラ  

実物大レプリカ」と実車の「GR スープラ 35周年特別仕様車」の 2台が、パーク内を実際に走行し共演する「TGR x レ
ゴ®スピードチャンピオン パレード」＜10/9（土）・10/10（日）開催＞の観覧予約の受付を公式ホームページより開
始します。フラッグを掲げてパレードを華麗に彩るダンサーたちがまとうコスチュームには、TGR ファンが喜ぶ特別なデザインを
採用。ジーアールくんやトヨタくま吉、そして子どもたち（抽選）も参加し、総勢 20名以上の隊列がレゴランド・ジャパンな
らではの楽しい演出でパレードします。※感染症対策のため、観覧者の対象および人数を限定して実施します。 
 
なお、今後は日本中の皆さまにワクワク・ドキドキをお届けするために、「レゴ トヨタ GR スープラ 実物大レプリカ」は、 

各地のレース会場（大分県「スーパーGT 第 6 戦オートポリス」10/23～24、栃木県「スーパーGT 第 7 戦もてぎ」
11/6～7、静岡県「スーパーGT第 8戦富士」11/27～28）で展示予定*2です。 

*1状況により、展示内容が変更になる可能性があります。  
*2感染症拡大に伴う政府の方針等により内容が変更になる可能性があります。 
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「ヒーローを体験してみよう！2021 ～レーサー編～」開催概要 
 

「エキサイティング モータースポーツ レゴ エクスペリエンス」のフィナーレを飾るワクワクの 3日間。 
憧れのレーシングカーが集結し、この秋、ここにしかない、家族の夢のような体験をお届けします。 

【名  称】 ヒーローを体験してみよう！2021 ～レーサー編～ 
【期  間】 2021年 10月 9日（土）～10月 11日（月） 
【会  場】 レゴランド・ジャパン 
【料  金】 無料（パーク入場料は別途） 
【お問合せ】 一般からのお問合せ先：コールセンターTEL：0570-05-8605（金曜～月曜／9時～17時） 
 

あつまれっ！レーシングカー  

モータースポーツ界で活躍する憧れのレーシングカーが大集合。WEC（FIA 世界耐久選手権）参戦車両「TS050 
HYBRID」やWRC（FIA世界ラリー選手権）参戦車両「Yaris WRC」、「Formula Nipponのチャンピオンマシン」な
ど、イベントのフィナーレを飾る超カッコいいレーシングカーと記念写真をとろう。TGR のレーシングスーツを着たレゴランド・
ジャパンの新キャラクター・ジーアールくんや TGR のキャラクター・トヨタくま吉も来園します。 

■期 間：10月 9日（土）～10月 11日（月）10:00～ 
■会 場：「レゴ シティ」エリア 
■展示車両： 「TS050 HYBRID」、「Yaris WRC」、「GR スープラ」 

「Formula Nippon のチャンピオンマシン」、など  
 
 

タイヤわなげ＆タイヤボウリング 

3歳のお子さまから楽しめるキッズプレイコンテンツ。「タイヤわなげ」はタイヤを 5回投げて１ライン（縦・横・斜めのいずれ
か）でも揃ったら、「タイヤボウリング」は 10本すべてのピンを倒すことができたら大成功！ 
体験をしたゲストには素敵なステッカーをプレゼントします。 

■期 間：10月 9日（土）～10月 11日（月）11:30～ 
■会 場：「レゴ シティ」エリア 
■対 象：パーク来場者 3歳以上（小学生未満は保護者同伴） 

 
 

TGR x レゴ®スピードチャンピオン パレード ＜事前観覧予約／年間パスポート保有者限定＞ 

「レゴ トヨタ GR スープラ 実物大レプリカ」「GR スープラ 35 周年特別仕様車」の 2 台と、抽選で選ばれた子どもたち
やダンサー、キャラクターなど総勢 20 名以上の隊列がパーク内を初パレード。フラッグを掲げてパレードを華麗に彩るダン
サーたちのコスチュームデザインにも注目。ジーアールくんやトヨタくま吉も参戦し、レゴランド・ジャパンならではのワクワクす
るような演出とともに夢の時間を盛り上げます。 

■期 間：10月 9日（土）～10月 10日（日）11:00～11:15 
■会 場：「レゴ シティ」エリア ※雨天中止 
■対 象：スタンダードおよびプレミアム年間パスポートをお持ちの方 

（スターター年間パスポートは除く） 
■観覧方法： 10月４日（月）17：00 より公式サイトにて年間パスポートをお持ちの方限定で 

観覧予約受付を開始。先着順で予約可能数がなくなり次第、受付を終了します。 
予約枠は 1日 56枠*で 1枠に最大 6名様まで観覧可能。 

※感染症対策のため、ゲスト同士が適切な距離を確保した上での観覧となることを予めご了承ください。 
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参考：開催中の「エキサイティング モータースポーツ レゴ エクスペリエンス」概要 
 
【名  称】 エキサイティング モータースポーツ レゴ エクスペリエンス 
 Ignite your playful engine 
  興奮やまない熱い レゴ体験！GR スープラがキミの遊び心に火をつける 
【期  間】 2021年 8月 12日（木）～10月 11日（月） 
【会  場】 レゴランド・ジャパン 
【料  金】 無料（パーク入場料は別途） 
 
◎レゴ®スピードチャンピオンのあのモデルが実物大サイズに 
「レゴ トヨタ GR スープラ 実物大レプリカ」と「GR スープラ 35周年特別仕様車」が登場。 
間近で見て、実際に触れて、一緒に記念撮影！ご家族で最高の思い出をつくってください。 

～「レゴ トヨタ GR スープラ 実物大レプリカ」注目ポイント～ 
477,303 個のレゴブロックで組み立てられた「レゴ トヨタ GR スープラ 実物大レプリカ」は、外
観だけでなく車内のシートやサイドブレーキまでレゴブロックで忠実に再現。さらに TGR協力のも
と、GR スープラへ実際に使用されているハンドルやエンブレムを搭載。また、レゴブランド史上初
となる、商業用にも採用されている電動モーターを搭載し、最高時速 28km/h で走行。日本
車の実物大レプリカ制作、そして自動車の実物大レプリカが日本に上陸することは初めてです。 

 
◎レゴ®スピードチャンピオンの仲間に会いにいこう 
レゴ®スピードチャンピオンシリーズのメンバー（ドライバーのミニフィギュア）がレゴランド・ジャパンの新キャラクター 
ジーアールくんとして仲間入りします。ヒーローを体験してみよう! の 3日間は特別に、フォトセッション参加者全員 
にコラボレーションブロックをプレゼントします。 
 

◎「レゴ シティ」エリアのレゴ®スピードチャンピオンを楽しもう 
シティ・ショップが期間限定リニューアル。 
TOYOTA GAZOO Racing の歴史や、GR スープラが誕生するまでの物語の 
紹介とともに、レゴ®スピードチャンピオンシリーズの商品が勢ぞろいします。 

 
◎TGR特製ライセンスカード＆ブロックをゲットしよう 
人気アトラクション「ドライビング・スクール」か「ジュニア・ドライビング・スクール」を体験すると 
この期間にしか手にすることができない TGR のロゴ入りスペシャルライセンスカード 
（2種：無料 or 1,530円）とコラボレーションブロックをプレゼントします。 

 
◎スペシャルワークショップ「～ファースト・グランプリ～」開催 
レゴブロックでオリジナルレーシングカートを制作。クリエイティブな発想で地球にやさしい 
「未来の車」を組み立てるスペシャルワークショップです。 

  ヒーローを体験してみよう! の 3日間限定で、ワークショップ参加者全員にも 
コラボレーションブロックをプレゼントします。 

 
 

※パークの休園情報は公式 HPサイトをご参照の上、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。 

プレゼントのコラボレーションブロックは無くなり次第終了となります。 


