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2022年 10月 3日 

レゴランド®・ジャパン・リゾート 2022 クリスマスは エルフと一緒に“絵本”の世界へ

幻想的な「スノードーム」＆巨大ガチャガチャが楽しめる「クリスマスタウン」が登場 

「BricXmasブリック・クリスマス」 11/18（金）より開催 

ブロック約 61万個！世界最大級のレゴ クリスマスツリーが彩る 笑顔いっぱいのクリスマスをお届け 

開業 5 周年を迎えた『レゴランド・ジャパン・リゾート』の 2022 年クリスマスは、“絵本”の世界をモチーフにした「クリスマ

スタウン」を新設し、直径 10m のドーム型フォトスポットや巨大ガチャガチャが楽しめるスタンプラリーなど、笑顔があふれる

イベント「ブリック・クリスマス」を 11月 18日（金）から 12月 25日（日）まで開催します。

2022 年クリスマスのテーマは“いつまでも忘れられない３つの笑顔”。初めての体験で笑顔があふれる子どもたち。

子どもたちの笑顔は大人への贈り物に。そして、皆の笑顔が周りにも連鎖していくー。そんな、ワクワクの体験ができる  

“絵本”の世界「クリスマスタウン」がイベントエリアに初登場します。 

巨大な絵本のゲート（高さ 3.2m 幅 6.3ｍ）をくぐった先の「クリスマスタウン」には、直径 10m 高さ 6m の巨大な

「スノードーム」が出現。入り口によって異なる 3 種類のフォトスポット「ミニフィギュアなりきろう！」「エルフと一緒に一休み」

「サンタさんからプレゼントをもらおう！」でクリスマスだけのレゴの世界を楽しめます。周囲には、クリスマス限定メニューとして

大人向け「紅ほっぺの ホットベリーシナモンティー」やお子さま向け「紅ほっぺのキッズ ホットベリーはちみつティー」が楽しめる

クリスマスカートをご用意しています。

そして、クリスマスタウンで「スマイルブック」を入手し、3 冊のビッグ絵本（高さ 2m 幅 3ｍ）をめぐってスタンプを集める

アクティビティを展開。クリスマスモチーフの巨大な「スマイルガチャガチャ」（高さ 3.5m幅 1.2ｍ）では限定デザインのファ

クトリーブロックやポップバッジ、ネックストラップがもらえます。さらに「スマイルガチャガチャ」で“カギ”をゲットした人には特別な

プレゼントも。 

期間中エントランスには、巨大なクリスマスリース（直径約 4m）とともに、約 61 万個のレゴ ブロックを使用した    

カラフルな世界最大級のレゴ クリスマスツリー（高さ 10m 幅 4m）がバージョンアップして登場します。フォトセッションに

は、この季節にしか出会えないキャラクターも登場し、レゴ ブロックで出来たトナカイのソリに乗って撮影するクリスマスの家

族写真を演出。15時以降はイルミネーションも点灯し、レゴランドのクリスマスをさらに華やかに彩ります。 

また、1,000 万個以上のブロックで日本の名所を表現した「ミニランド」もクリスマス仕様に。そして、人気の「レゴ クリエ

イティブ・ワークショップ」では、暖炉に靴下をかけておくとサンタさんがプレゼントを入れてくれるという伝統的な風習に

なぞらえて、レゴ ブロックでカラフルなクリスマスの靴下を作るスペシャルワークショップを開催します。 

その他、クリスマスモチーフの見た目も可愛らしいケーキやホットスイーツ、親子ペアリングで楽しめるクリスマスの本格  

ディナーコースメニューなど、クリスマス限定メニュー計 31 種類をご用意。今年のクリスマスはレゴランド・ジャパン・リゾート

で、子どもたちから連鎖するたくさんの笑顔に囲まれた大切な時間をお過ごしください。 



【名   称】 BricXmas（ブリック・クリスマス） 

【開催期間】 2022年 11月 18 日（金）～12月 25日（日）／営業時間：10時～17時* 

【会   場】  レゴランド・ジャパン イベント会場「クリスマスタウン」、他 

【内 容】 ①イベント会場「クリスマスタウン」～スタンプラリー＆ガチャガチャ、スノードーム、クリスマスカート 

②世界最大級！レゴ クリスマスツリー展示＆イルミネーション

③クリスマス ミニランド、巨大クリスマスリース、他フォトスポット

④クリスマス ワークショップ「サンタさんとのやくソックス」

⑤クリスマス限定スイーツ＆フード

【対象年齢】 全年齢 

【料   金】 無料（一部有料コンテンツを含みます）／パーク入場料金は別途 

①イベント会場「クリスマスタウン」コンテンツ概要

＜STORY＞ 

レゴランドのクリスマスに現れた巨大な絵本。ページをめくると、絵本の中からサンタとエルフが飛び出してきた。

「ブリック クリスマス！クリスマスタウンへようこそ。今年一年、いい子にしていたみんなに届けるプレゼントを 

準備してたんだけど、大人になった子たちにもプレゼントがしたいんだ」 

エルフと一緒に大人へのプレゼントを探して、キミだけの“ハピネス”を見つけよう！

■クリスマスゲート＆スタンプラリー「スマイルブック」

巨大な絵本のゲート（高さ 3.2m 幅 6.3ｍ）をくぐって「クリスマスタウン」へ。会場内の絵本館で「スマイルブック」を入手し、  

3 冊のビッグ絵本（高さ 2m 幅 3ｍ）をめぐってスタンプを集めるアクティビティを展開いたします。 

■巨大「スマイルガチャガチャ」

クリスマスモチーフの巨大ガチャガチャ（高さ 3.5m幅 1.2ｍ）に挑戦しよう！

限定デザインのファクトリーブロックやポップバッジ、ネックストラップがランダムに入っています。 

※ 一日の体験人数には限りがございます。

■フォトスポット「スノードーム」

直径 10m高さ 6m！雪をイメージした巨大ドームの中に入って、クリスマスのレゴの世界を体験しよう！ 

入り口によって異なる 3 種類のフォトスポット「ミニフィギュアになりきろう！」「エルフと一緒に一休み」「サンタさんからプレゼントを

もらおう！」がそれぞれ楽しめます。 

■飲食スペース「クリスマスカート」

たくさんのツリーに囲まれた「クリスマスタウン」で、巨大な絵本や光輝くスノードーム、トナカイのソリ

やエルフを眺めながらクリスマス限定メニュー大人向け「紅ほっぺの ホットベリーシナモンティー」や

お子さま向け「紅ほっぺのキッズ ホットベリーはちみつティー」が楽しめる飲食スペースをご用意。 

クリスマスイベント 「ブリック・クリスマス」

*営業時間は日によって異なるため公式 HP でご確認ください。 



②世界最大級！レゴ クリスマスツリー展示＆イルミネーション

レゴランド・ジャパンのエントランスからクリスマスの世界が広がります。約 61万個のレゴ ブロックを使用した高さ 10m、幅 4mの

世界最大級のレゴ クリスマスツリーがバージョンアップ。カラフルで華やかなツリーにはレゴ ブロック製のオーナメントが装飾され、

15 時以降はイルミネーションが楽しめます。ツリーの前では、レゴ ブロック製の実物大のトナカイが引くソリに乗ってレゴランドの人

気キャラクターと一緒に記念撮影ができます。 

③クリスマス ミニランド、巨大クリスマスリース、他フォトスポット

1,000 万個以上のレゴ ブロックを使い、日本の有名な都市や名所を表現した「ミニランド」もクリスマス仕様に。今年もたくさん

のサンタクロースがミニランドにやってきて、各地にクリスマスらしいシーンが広がります。きらめくクリスマスツリーやプレゼントをたくさ

ん乗せて走行するクリスマストレインも、この時期はミニランドを大いに盛り上げます。また、子どもたちにプレゼントを届けるお手

伝いをしているエルフたちが、ミニランドからイベント会場「クリスマスタウン」までの道を案内します。ぜひ、ご家族の想い出に残る

発見をミニランドのクリスマスで。 

④クリスマス ワークショップ「サンタさんとのやくソックス」

暖炉に靴下をかけておくとサンタさんがプレゼントを入れてくれるという伝統的な風習になぞらえて、レゴ ブロックでカラフルなクリス

マスの靴下（5 種類のデザインから選択）を作るスペシャルワークショップを開催。サンタさんへのお手紙を書いてレゴ靴下の中

に入れてかわいい写真を撮ってください。 

◎会 場：レゴ クリエイティブ・ワークショップ

◎対 象：3歳～大人

◎人 数：20組 80名さま

◎時 間：30分

※平日 3回、土日祝 4回開催予定

※開催は予告なく中止する場合がございます。当日のスケジュールをご確認下さい。



⑤クリスマス限定スイーツ＆フード

クリスマスの世界が広がる「レゴランド・ジャパン」では、

クリスマスにかかせないケーキやスイーツ、冬にぴったりの温かいメニュー、

家族みんなで楽しめるフードメニューなどクリスマス＆冬の限定メニュー 

計 31種類をご用意。 

◎スノードームのいちごケーキ：550円

◎赤いスノードームのレアチーズケーキ：550円

販売時期：12月１日（木）～12月 25日（日） 

いちごの酸味としっとりホイップクリームが絶妙な組み合わせの白いスノードームケーキと 

濃厚なマスカルポーネといちごの酸味がベストマッチする 

鮮やかな赤色がクリスマスにピッタリのスノードームケーキ。 

◎キューブショコラムース：550 円

販売時期：11月 4日（金）～11月 30日（水） 

甘さひかえめ、濃厚なチョコレートの味わいが楽しめるチョコレートムースのケーキ。 

食べた瞬間に芳醇なカカオの香りが広がり、コーヒーとの相性もピッタリなデザートです。 

◎紅ほっぺの ホットベリーシナモンティー（大人向け）：600円

◎紅ほっぺのキッズ ホットベリーはちみつティー（お子さま向け）：500円

紅ほっぺいちごのシロップを使ったマシュマロホットドリンク。 

甘酸っぱくてほんのりシナモンの香りが楽しめます。 

お子さまにはハチミツの甘みを加えて仕上げます。 

◎クリスマスリースシュー：650 円

シュー生地にカスタードクリームとホイップクリームをはさみ、

クリスマスリースをイメージして仕上げたデザート。

◎キッズジンジャーマンホットチョコレート（お子さま向け）：500円

お子さまが大好きな甘いチョコレートドリンク。 

ふわふわホイップとサクサクなジンジャーマンクッキーと一緒に楽しんでください。。 

◎ジンジャーカフェラテ（大人向け）：600円

寒い季節にピッタリ！ジンジャー風味のラテドリンク。

トッピングのホイップとクッキーも一緒に楽しむと身体がポカポカ温まります。

◎骨付きチキンのデミグラスソース煮込みセット：2,800円

ホロホロになるまでデミグラスソースでじっくり柔らかく煮込んだ骨付きチキン。

デミグラスソースはご飯との相性も抜群なおすすめメニューです。

◎サンタキッズセット：1,200 円

ブロック型のケチャップライス、レゴポテト、フライドチキン、ハンバーグ、スパゲッティなど

お子さまが大好きなメニューたっぷりのキッズセットです。

◎クリスマスファミリーセット：6,500 円

骨付きチキン、フライドチキン、チーズハンバーグ、ハッシュドビーフなど、季節のおすすめ料理が盛りだくさん

デザートはクリスマス気分が楽しめるツリーシューをご用意。家族みんなで一度にいろいろ楽しめるセットメニューです。



～ 「レゴランド・ジャパン・ホテル」のクリスマススペシャルディナーコース ～ 

「レゴランド・ジャパン・ホテル」には、クリスマスの特別な夜を彩るスペシャルディナーコースが「スカイライン・バー」に登場。お子さま

と大人向けで異なるペアリングメニューです。キッズメニューは、お子さまが大好きなハンバーグやグラタン、人気の LEGO ポテト、

スノーマンが可愛らしいケーキ等をセットに。大人向けは地元・愛知県産の食材「知多牛」や「あいち鴨」を使用したこだわりの

本格コース料理です。また、「ブリックス・ファミリー・レストラン」でもローストチキンやクリスマスならではのバラエティー豊富なディナ

ービュッフェ（12/23（木）-25（日）:大人 6,000 円・子ども 3,000円）をご提供します。 

◎会  場：レゴランド・ジャパン・ホテル 2F レストラン「スカイライン・バー」 

◎予約期間：10月 25日（火）10:00～ 座席完売まで

◎提供期間：12月 23日（金）～12月 25日（日）

◎予約方法：公式サイトのホテルレストランページより予約受付

https://www.legoland.jp/hotel/restaurants-and-shop/ 

＜クリスマススペシャル キッズディナーコース＞ 

お子さま（小学生以下）：2,500円 

ブリッククルトンとコーンスープ 

クリスマス グラタン

～キッズ メインプレート～ 

ハンバーグ

スパゲッティ

レゴポテト

ミニサラダ

スノーマンケーキ

ソフトドリンク

＜クリスマススペシャルコース＞ 

大人：8,５00円 

蕪のムースリーヌとホタテ貝のブルギニオン 

三河赤鶏とあいち卵のコンソメロワイヤル サンタからの贈り物仕立て 

ヒラメのグージョネット キャビアバターのシャンパンソース

あいち鴨のロティ トリュフ風味のチーズリゾットとウズラ卵のポーチエッグと共に 

又は 

知多牛フィレ肉のポワレトリュフソース 季節の美味しい野菜と白インゲンのクリーム煮 

フレッシュバジルとシトラスのソルベ

クレープシュゼット バニラアイスクリーム添え 蒲郡みかんとオレンジを使った温かいソースで

グラハムロール 

コーヒー/紅茶

https://www.legoland.jp/hotel/restaurants-and-shop/

