
LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations,  
the Minifigure and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. 
©2022 The LEGO Group. LEGOLAND is a part of Merlin Entertainments. 

2022年 2月 21日 

レゴランド®・ジャパン・リゾート 5周年アニバーサリー 「05・さくらパーティ」開催

点字ブロック＆壁一面のレゴ®アートで無限の可能性に触れる新体験ワークショップ 

新施設 「レインボー・デザイン・スタジオ」 3/18（金）OPEN！ 
新生「レゴランド・ゲームズ」＆「ハッピー・バースデー・パッケージ」も順次スタート 

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、開業  
5周年アニバーサリーを迎える今春、「05・さくらパーティ」を 2022年 3月 18日（金）より開催します。約 88万個の
レゴ ブロックで作られた、いつでも満開の世界最大「サクラツリー」（高さ 4.4m、幅５m）が、子どもたちのドキドキと ワク
ワクが詰まった新しい門出をお祝いします。新しいレゴ体験施設「レインボー・デザイン・スタジオ」のオープンや、新生「レゴ
ランド・ゲームズ 2022 スプリング」の開催、アップグレードされた「ハッピー・バースデー・パッケージ」など、より“レゴランド ら
しい”新しいチャレンジの数々をお届けします。

今春の目玉は、子どもたちの「創造性を育む」「社交性を育む」「芸術性を育む」の 3 つをコンセプトに、レゴ ブロックの
持つ無限の可能性を楽しく学ぶことが出来る「レインボー・デザイン・スタジオ」が誕生します。人気シリーズ『レゴ®フレンズ』
に登場するアイテム等を作る「レゴ フレンズチャレンジ・ワークショップ」や、壁一面の「レゴ®ドッツ・ウォール」（縦 1.8m×横
3.8m）をキャンバスに、思いのままを表現する「アイデアをカタチに！レゴ®ドッツ・ウォール」、そして、多様性を重視した新
しい「点字ワークショップ」の 3 つを展開。レゴ ブロックの丸い突起と、点字の親和性に着目したユニークなコンテンツで、子
どもたちに遊びを通じて多様性について知り、学ぶきっかけをご提供します。

そして、2021 年に導入した 2 大コンテンツである体験型シーズナルアクティビティ「レゴランド・ゲームズ」と、特別なお誕
生日をリゾート全体で祝福する「ハッピー・バースデー・パッケージ」が全面リニューアルして再登場します。 
「原点回帰」をコンセプトに、レゴ ブロックの可能性や魅力を体感できる、ビルディング要素を取り入れたアクティビティにリ

ニューアルした「レゴランド・ゲームズ 2022 スプリング」では、大人気の『レゴ ニンジャゴー・トレーニング・アカデミー』が最終
章を迎えます。見習いニンジャの子どもたちは、頭とカラダを駆使してレゴ ブロックを使った２つの試練とイマジネーションを
引き出す最終試練に挑戦していただきます。

また、「ハッピー・バースデー・パッケージ」は、レゴの世界観が満載の全 3 プランにリニューアル。パッケージ購入者には、
新キャラクターとのフォトセッション体験や、レゴランドならではのエンターテイメント性を高めたバースデー・ステージショーに参
加できる機会が設けられます。さらに「リゾート・パッケージ」では、ホテルレストランでのプロジェクションマッピングが楽しめるバ
ースデーディナー等これまでの内容に加えて、シーライフ名古屋での特別演出をご提供するなど、リゾート全体で 2日間丸
ごと楽しい思い出で埋めつくします。 

5周年を迎えるレゴランド・ジャパンはこれからも、いつか、子どもが親の手を離れ巣立っていくその日まで、 
「いましか、家族でできないこと」を思いきり楽しんでもらえる場所であり続けます。 



子どもたちの「創造性を育む」「社交性を育む」「芸術性を育む」の 3 つをコンセプトに、レゴ ブロックの持つ無限の可能性
を楽しく学ぶ新体験ワークショップ「レインボー・デザイン・スタジオ」がレゴ®シティにオープン。人気シリーズ『レゴ フレンズ』の
物語に登場するカメラやアクセサリーを作る「レゴ フレンズチャレンジ・ワークショップ」で創造性を育み、日本初の壁一面の
巨大な「レゴ®ドッツ・ウォール」（縦 1.8m×横 3.8m）をキャンバスに、思いのままを表現する「アイデアをカタチに！ 
レゴ®ドッツ・ウォール」で芸術性を育みます。そして今回、レゴランドの新たなチャレンジとして、多様性を重視した新しい
「点字ワークショップ」を開発。レゴの丸い突起で点字を表現し、自分の名前を作り、自己紹介し合うという社交性を育む
ワークショップ「ポッチことば キミの名前は何ポッチ？」を展開します。レゴ ブロックと点字の洗練されたデザイン性に着目し
たユニークなコンテンツで、子どもたちに遊びを通じて「点字」や多様性について知り、学ぶきっかけをご提供します。

【名   称】 レインボー・デザイン・スタジオ   【敷地面積】 200㎡ 
【期   間】 2022年 3月 18日（金）～常設 
【会   場】 レゴランド・ジャパン レゴ®シティ 
【料   金】 無料 ※パーク入場料金は別途 
【対象年齢】 未就学～大人（未就学は大人とペア）※レゴ®ドッツは 6歳以上推奨、点字は小学生以上推奨 

【内容／所要時間／人数／予約の有無】  ※感染症対策のためスケジュールや内容を変更する場合がございます 

① 創造性を育む：レゴ フレンズチャレンジ・ワークショップ
＜25分／24組 72名（8組 24名×3 クラス）／事前予約＞  
人気シリーズ『レゴ フレンズ』をテーマにしたワークショップ。フレンズたちが好きなもの（第 1弾
3/18-3/31：花&スポーツカー、第 2 弾 4/1-4/14：カメラ&ロケット、4/15 以降検討中）
をレゴ ブロックやレゴ®ドッツでカラフルに作ってみよう。 

② 社交性を育む：点字ワークショップ『ポッチことば キミの名前は何ポッチ？』
＜20分／16組 48名（8組 24名×2 クラス）／事前予約＞ 
レゴ ブロックの「６ポッチで表現できる文字」でいろいろな言葉を作って、自己紹
介にチャレンジ。読み取りに使用した「あいうえお表」「アルファベット表」を片手に、
パーク内のレゴ点字や街の中にある点字を見つけてみよう。

③ 芸術性を育む：アイデアをカタチに！ レゴ🄬🄬ドッツ・ウォール
＜目安 15分／1回６組 30名／予約なし＞ 
壁一面に飾られた巨大な『レゴ®ドッツ・ウォール』（縦 1.8m×横 3.8m）をキャンバスに、
子どもたちやご家族で自由な発想で作った（計 1,405作品）をつなげていこう。 
ある“文字”が浮かび上がり、1 つのアートが完成します。 

新施設 「レインボー・デザイン・スタジオ」 



パーク全体に散りばめられた謎解きやスペシャル体験に親子でチャレンジし、子どもたちが遊びの中から創造力や発想力と
いった学びのチカラを身につけることのできる「レゴランド・ゲームズ」。今春より、「原点回帰」をコンセプトに、レゴ ブロックの
ビルディング要素をふんだんに取り入れ、ブロックでできることを自ら考え、楽しむ魅力を体感できるアクティビティにリニューア
ル。第 1弾のスプリングは大人気の『レゴ ニンジャゴー・トレーニング・アカデミー』が最終章を迎えます。見習いニンジャの子
どもたちが頭とカラダを駆使して、レゴ ブロックを使った4つの試練の中から2つに挑戦します。そして迎える最後の試練は、
パークのシンボル「サクラツリー」の下で、見習いニンジャの子どもたちがそれぞれにイメージした「５」をブロックで作るというも
の。見事試練を達成したゲストには、トレーニング・アカデミーの卒業証書と限定デザインファクトリーブロックをプレゼントしま
す。お題となるブロック作品に決まった正解はなく、子どもたちのイマジネーションを自由に引き出すきっかけをご提供します。

【名   称】 レゴランド・ゲームズ 2022 スプリング 「レゴ ニンジャゴー Training Academy “最終章～THE FINAL～”」 
【期   間】 2022年 3月 18日（金）～ 5月 8日（日）※所要時間 60分程 
【料   金】 500円／1,200円（専用バッグ＆下敷きファイル付き）※パーク入場料金は別途 
【対象年齢】  未就学～大人（未就学は大人と同伴） 

春の食材をふんだんに使用した親子で楽しめるフードメニューや見た目も可愛らしいスイーツ＆ドリンクメニュー計 21 種が 
イベント開催に合わせて 3月 18日（金）から期間限定で登場。
“おいしさ”にこだわった、シェフいちおしの新しい春メニューをお試しください。

◎ブリックハウスバーガーセット：1,700円
ゲラン産の岩塩とバターを練り込んだ風味豊かなバンズに、オーストラリア産牛
肉のビーフパティ 100gを贅沢にはさみ、オニオンやピクルスをミックスしたオリジナ
ルソースを合わせた、シェフのこだわりがつまった最高級のバーガーが誕生。

◎名古屋名物とカレーのファミリーセット：6,000円
大盛りナポリタンや大きなエビフライ、手羽先などの“名古屋めし”と、レゴランドらしい
ミニフィギュアのご飯セットにした楽しい欲張りセット。ご家族皆で名古屋名物を味わおう。

◎パワーアップ塩焼きそば エビマヨ：800円
上海風塩焼きそばにオーロラソースを絡めたシュリンプフライをトッピング。
モリモリ食べてエネルギーをチャージしよう。

◎ニンジャドーナツ（いちご、チョコ、抹茶、ソーダ、ホワイトチョコ）：380円
『レゴ ニンジャゴー』のキャラクター5人のカラーをモチーフにした可愛らしいドーナツが新登場。

◎お花見いちごブリックラテ：550円
いちごの酸味と甘みが堪能できるラテドリンクに、たっぷりホイップクリームをかけ
ミニ３色団子をトッピング。桜の花びらの色をイメージした春らしさ満開のドリンク。

※販売期間 3月 18日（金）～5月９日（月）まで

リニューアル 「レゴランド・ゲームズ」

春の限定フード＆スイーツメニュー 

参考：2021年の『レゴ ニンジャゴー・トレーニング・アカデミー』の様子 



お子さまの成長を祝うお誕生日がより特別な一日になる「ハッピー・バースデー・パッケージ」は、レゴの世界観が満載の全
3 プランにリニューアル。パッケージ購入者には、新キャラクターとのフォトセッションや、レゴランドならではのエンターテイメント
性を高めたバースデー・ステージショーに参加できる機会が設けられます。さらに「リゾート・パッケージ」では、プロジェクション
マッピングが楽しめるバースデーディナー等、これまでの内容に加えて、シーライフ名古屋での特別演出をご提供するなど、
2日間丸ごと楽しい思い出で埋めつくします。

※料金は税込（パーク入場料およびホテル部屋代は別途）

種別 パーク・パッケージ ホテル・パッケージ リゾート・パッケージ

料金（3歳以上） 5,000円 5,000円 15,000円 

対象数 1日 10組限定 1日 10組限定 1日 4組限定 

提供開始日 4月 1日（金） ６月 1日（水） ６月 1日（水） 

予約開始日 2月 21日（月）より公式サイトで予約開始 

予約締切日 公式サイトより 5日前まで 公式サイトより 14日前まで 公式サイトより 14日前まで 

主な特典・内容 

・ランチ 「バースデープレート」
およびバースデーケーキ提供
・ステージショー出演券
・新キャラクターフォトセッション
・ブロック等オリジナルグッズ、他

・バースデースイーツ提供
・客室装飾 ＆プレゼント
・新キャラクターフォトセッション
・ブロック等オリジナルグッズ、他

・パーク内利用可能お食事券
・特別ディナー＆ケーキ提供
・客室装飾＆プレゼント
・シーライフ名古屋への特別入場
（バースデー演出）
・新キャラクターフォトセッション
・ブロック等オリジナルグッズ、他

リニューアル 「ハッピー・バースデー・パッケージ」



■5周年アニバーサリー総称 「05・さくらパーティ」
2017 年 4 月 1 日に開業した『レゴランド・ジャパン』の 5 周年のお祝いと感謝を
込め、約 88 万個のレゴ ブロックで作られた世界最大の「サクラツリー」（高さ
4.4m、幅５m）をパークエントランス付近にシンボルオブジェとして設置。キャラクタ
ーによるフォトセッションなど、この季節だけの「05・さくらパーティ」を、いつでも満開
のサクラの下で一緒に楽しみましょう。 

■地域を盛り上げる CSR活動 「みんなでつくる レゴ 木製ミニフィギュア」
レゴランド CSR活動の第 1弾として、地域の子どもたちや市営施設、観光協会、
「なごやめし 20選」など総勢約 80名/社と一緒に、東海地方の観光名所やグル
メ、子どもたちの大好きなことなど、レゴ木製フィギュアにブロックや絵の具で自由に
デザイン装飾し、地域の魅力を発信していただくプロジェクト「みんなでつくる レゴ
木製ミニフィギュア」を実施します。

【期   間】 3月 18日（金）～5月９日（月）まで展示  
【会   場】 レゴランド・ジャパン・リゾート内各所 
【展 示 数】 150体（予定） ※展示スケジュールについては公式 HP で告知 
【参 加 者】 野跡小学校 6年生、なごやめし 20選、名古屋市、他観光協会 等 
【協   賛】 中日新聞社 

■全 20種類の限定ブロックを集めよう！ 「ブリックス・オブ・ザ・イヤー 2022」
レゴランド・ジャパン・リゾートでの楽しい思い出を、ここにしかない形でお持ち帰りい
ただける企画「ブリックス・オブ・ザ・イヤー」を今年も 3 月より 1 年間を通して展開。
対象のコンテンツで体験するたびに、人気アトラクション「レゴ・ファクトリーツアー」で
実際に製造をしたレゴランド・ジャパンオリジナルデザインの限定ファクトリーブロックを
1 ピースプレゼント。対象のコンテンツすべてを体験し、全 20 種類をコンプリートし
て組み立てると 1 枚の絵が出現します。今年の家族の特別な思い出をブロックとし
て形に残してみませんか。

【期   間】 3 月 18 日（金）～ 
【会   場】 レゴランド・ジャパン・リゾート内各所 
【対 象 数】 全 20 コンテンツ ※対象については順次公式 HP で告知 

＜参考資料：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』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。

参考：2021年開催時のブロック作品 

05・さくらパーティー／その他 


