
  

  

報道関係各位                                                                  2021年 10月 25日 
 

― レゴランド®・ジャパン・リゾート2021年 「ブリック・クリスマス」 ― 

“サンタさんからの贈り物” 
レゴ🄬🄬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中、宝探しアクティビティを開催！ 
初めての体験型スイーツやサンタさんのお部屋でショッピング⁈、ここにしかない笑顔の時間をご提供 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子どもたちが一年の中で一番楽しみにしているクリスマスの季節が始まります。サンタさんにお願いするプレゼントを何に

しようかと真剣に悩む子どもたち。その姿を微笑ましく、また愛しく見守る親も、すてきな一日にしてあげたくて早々と準備に
取りかかります。そんなご家族のためにレゴランド・ジャパン・リゾートは“サンタさんからの贈り物”をテーマに“いましか、家族
でできないこと”を詰め込んだ「ブリック・クリスマス」を 11月 13日（土）から 12月 26日（日）まで開催します。 
 
世界最大級のレゴクリスマスツリーが華やかに彩るパーク内に仕掛けられた宝探しアクティビティ「サンタさんからのメッセー

ジハント」や、アジア最大級レゴストアに再現した本場デンマークのクリスマスデコレーション、親子で楽しむ体験型スイーツ、
サンタさんとの思い出フォトスポット等、レゴランド・ジャパンがご家族の大切なクリスマス時間を贈ります。 
 
■「ブリック・クリスマス」 第 1弾 ＜11月 13日（土）～12月 26日（日）＞ 
 
第1弾は、子どもたちが遊びながら想像力を駆使して正解にたどり着くことで身につく学び

のチカラを育む、「レゴランドゲームズ 2021」のクリスマスを開催。宝探しアクティビティ「サンタ
さんからのメッセージハント」は、サンタさんからのお手紙から抜けてしまった文字を 3 つパーク
内から探し出し、隠された合言葉を見つけた方に、クリスマス期間限定ファクトリーブロックを
プレゼント。さらに、隣接する水族館「シーライフ名古屋」に隠された 4 つ目の文字を探しだ
すと、クリスマスジャンボステッカーもゲット。パークの中心には約 61 万個のレゴブロックを使
用した高さ約 10m、幅約 4m の世界最大級レゴクリスマスツリーが登場し、巨大なシンボ
ルツリーがカラフルにクリスマスを彩ります。 
 
そして、1,000 万個以上のレゴブロックを使い、日本国内の有名な都市や名所を表現

した「ミニランド」にもクリスマスがやってきます。プレゼントをたくさん乗せたクリスマストレインが
走行したり、ミニランドらしいニッチなサンタさんのシーンやクリスマスツリーが日本各地に現れ
ます。また、イベントエリアでは、ここでしか出会えないキャラクター・サンタクロースとエルフが、
ステージ上のトナカイのソリに一緒に乗ってクリスマスの家族写真を演出します。さらに、限定
メニューとして、親子でプチシュークリームを用いて世界に一つだけの“クリスマスツリー”を作る
体験型スイーツが初登場。クリスマスリースがデザインされたレゴランドオリジナルのお皿は、
体験型スイーツをご堪能いただいた後、想い出と一緒にそのままお持ち帰りいただけます。ま
た、クリスマスモチーフをふんだんに用いた限定メニューやスイーツも 21種ご用意しています。  



■「ブリック・クリスマス」 第 2弾 ＜12月 1日（水）～12月 26日（日）＞ 
 
第 2 弾は子どもたちのクリスマスムードを一気に盛り上げるアクティビティをお届けします。アジア最大級のレゴストア

「ビッグショップ」には、約 3mのクリスマスツリーと足元にはたくさんのプレゼントボックス、暖かそうな暖炉やサンタさんが座
るロッキングチェアなど、館内まるごとサンタさんのお部屋にデコレーション。店内に足を踏み入れた子どもたちは、クリスマ
スの絵本から飛び出したような世界でサンタさんにお願いするプレゼントを選びます。 
 
このクリスマス空間の中では、暖炉に靴下を吊るしておくとサンタさんから

のプレゼントが入っているという逸話になぞらえたワークショップ『サンタさんと
のやくソックス～クリスマスドリームワークショップ～』を開催。レゴブロックでカ
ラフルな「靴下」を組み立て、サンタさんへの手紙を入れたら暖炉に飾りま
す。メッセージをくれたお子さまには抽選で後日、レゴランドサンタからお返
事が来るかも。今年のクリスマスはサンタさんのお部屋で初めてのショッピン
グ体験をお楽しみください。 
 
 
 

― レゴランド・ジャパン・リゾート 2021「ブリック・クリスマス」開催概要 ― 
 

クリスマス ー それは、こどもにとって夢のような日。 
そんな特別なクリスマスを忘れることのできない経験や思い出とともに 

レゴランド・ジャパンがこころを込めて“サンタさんからの贈り物”をお届けします。 
 
【名  称】 レゴランド・ジャパン・リゾート 2021「ブリック・クリスマス」 
【期  間】 2021年 11月 13日（土）～12月 26日（日） 
【内  容】 ＜第 1弾：11月 13日（土）～12月 26日（日）＞ 
 ◎レゴランドゲームズ 2021「サンタさんからのメッセージハント」 
 ◎世界最大級！レゴ クリスマスツリー展示 
 ◎クリスマス ミニランド 
 ◎体験型スイーツ「親子でつくるクリスマスのシューツリー」 
 ◎クリスマス x限定フードメニュー 
 ＜第 2弾：12月 1日（水）～12月 26日（日）＞ 
 ◎クリスマスファミリーモーメント at ビッグショップ 
 ワークショップ『サンタさんとのやくソックス～クリスマスドリームワークショップ～』 
【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（リゾート営業日／9時～17時） 
 
 

レゴランドゲームズ 2021「サンタさんからのメッセージハント」 

パーク全体を舞台とした「レゴランドゲームズ 2021」のクリスマスバージョンが登場。サンタ
さんからのお手紙から抜けてしまった文字を 3 つパーク内から探し出し、隠された合言葉
を見つけた方に、限定ファクトリーブロックをプレゼント。さらに、隣接する水族館「シーライ
フ名古屋」に隠された 4 つ目の文字を探しだすと、オリジナルクリスマスグッズもゲット。 
■会 場：レゴランド・ジャパン各エリア 
■料 金：参加キット 500円 ※パーク入場料は別途 
■参加方法：11月 1日（月）より事前WEB購入 

またはパーク内特設販売カウンターにて参加キットをご購入 
 
 
 

イメージ画 



 
世界最大級！レゴ クリスマスツリー 

ミニランドのイベントエリアには、約 61万個のレゴブロックを使用した高さ約 10m、幅
約 4mの世界最大級のレゴ クリスマスツリーが登場。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。エ
リアに設置された特設ステージにはクリスマスフォトスポットも登場し、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記念撮影ができます。サンタクロースとエルフも遊
びに来るかも。 
■会 場：レゴランド・ジャパン「ミニランド」イベントエリア 

 
 

クリスマス ミニランド 

1,000 万個以上のレゴブロックを使い、日本国内の有名な都市や名所を表現した
「ミニランド」にもクリスマスがやってきます。プレゼントをたくさん乗せたクリスマストレイン
が走行したり、ミニランドらしいニッチなサンタさんのシーンやクリスマスツリーが日本各
地に現れます。ぜひご家族で探してみてください。 
■会 場：レゴランド・ジャパン「ミニランド」イベントエリア 

 
 

体験型スイーツ「親子でつくるクリスマスのシューツリー」 

クリスマスのスペシャル企画として、親子でプチシュークリームを用いて世界に一
つだけの“クリスマスツリー”を作る体験型スイーツが初登場。ミニフィギュアを模し
たチョコレートや、赤や緑のクリスマスカラーのチョコレートなど、ツリーのデコレーシ
ョン素材をご用意。そして、クリスマスリースがデザインされたレゴランドオリジナル
のお皿は、体験型スイーツをご堪能いただいた後、楽しかった想い出と一緒にそ
のままお持ち帰りいただけます。 
■会 場：レゴランド・ジャパン「ファクトリー・サンドウィッチ・カンパニー」 
■内 容：プチシュークリーム、デコレーションセット 

レゴランドオリジナルデザインのお皿（非売品） 
■料 金：1,800円／オリジナルデザインのお皿はお持ち帰りいただけます。 
■数 量：数量限定／事前予約不要、売り切れ次第終了となります。 

 
 

クリスマス x限定フードメニュー 

家族みんなが大好きなクリスマス限定メニューや、冬にぴったりの温かいメニューなど 
クリスマス限定メニューを計 21種類ご用意。 

◎クリスマスのごちそうファミリーセット（6,500円） 
※事前予約特典（席確保＆サンタミニセット付き） 
じっくり焼き上げたローストチキンやクリーミーカニグラタン、名物のレゴポテトなど 
家族みんなでクリスマス気分を味わえるごちそうスペシャルセットメニュー。 

◎やわらか煮込みチキンセット（2,600円）サンタミニセット付（2,980円） 
濃厚デミグラスソースでじっくり煮込んだ、とろけるくらいにやわらかい骨付きチキン。 

◎リゾットコロッケバーガー トリュフ風味セット（1,650円）サンタミニセット付（1,980円） 
クリーミーで香り高いトリュフが入ったリゾットコロッケとミートソースが相性抜群！ 
寒い冬におすすめの大人向け贅沢なハンバーガー。 

◎サンタクリームパン（400円） 
しっとり焼き上げたサンタのパンにやさしい甘さのカスタードクリームがたっぷり入った 
大人も子どもも楽しめるクリームパン。 

◎クリスマスホットココア（550円） 
たっぷりのホイップやサクサクチョコレートプレッツェル、ブリックチョコレートをトッピングしたホットココア 



 
＜第 2弾＞ クリスマス ファミリーモーメント at ビッグショップ 

アジア最大級のレゴストア「ビッグショップ」には、約 3m のクリスマスツリーと足元に
はたくさんのプレゼントボックス、暖かそうな暖炉やサンタさんが座るロッキングチェア
など、館内まるごとサンタさんのお部屋にデコレーション。絵本から飛び出したような
クリスマス空間の中では、サンタさんへのお手紙を入れる「靴下」をレゴブロックで作
るワークショップを開催します。 

 
ワークショップ『サンタさんとのやくソックス～クリスマスドリームワークショップ～』 
暖炉に靴下を吊るすとサンタさんからのプレゼントが入っているという逸話になぞらえて、レ
ゴブロックでカラフルな「靴下」を作るワークショップを開催。サンタさんへの手紙を「靴下」
の中に入れて暖炉に飾っていただいたお子さまには抽選で後日、お返事が来るかも！ 
◎時 間：平日 11:00 / 13:00 / 14:00 

土日祝 11:00 / 12:00 / 14:00 / 15:00 
各回 30分 

◎対 象：パーク来場ゲスト（未就学～大人） 
◎人 数：各回 10組 20名さま 

 
 
 

 
― レゴランド・ジャパン・ホテルのクリスマスプラン ― 

 

レゴブロックの世界が広がる「レゴランド・ジャパン・ホテル」からもクリスマスプレゼントをお届け。 
テーマごとの冒険やワクワクが隠された客室で、日常にはない家族の特別なひとときを。 
クリスマスならではの美味しいお料理とスイーツで素敵な時間をお過ごしください。 

 
 

ホテルご宿泊のお子さま全員にクリスマスプレゼント！「レゴランドゲームズ 2021」参加キット付 

ホテルからのクリスマスプレゼントとして、対象期間中ご宿泊いただいたお子さ
ま全員に、レゴランドゲームズ 2021「サンタさんからのメッセージハント」参加キ
ット（500 円相当）を贈呈。クリスマスの装飾が楽しいパーク内に仕掛けられ
た宝探しアクティビティにご家族・ご友人でチャレンジしてください。 
■期 間：11月 13日（土）～12月 26日（日） 
■対 象：小学生以下のお子さま全員（3歳～12歳） 

※パーク入場料は別途必要 

 
 

20～25％オフ！クリスマスのお得な宿泊プラン 

クリスマスのスペシャル企画として、期間中（土曜日を除く）対象のお部屋の宿泊
料金が 20％～25％オフになる宿泊プランが登場。各テーマ客室に加え、カラフ
ルなレゴブロックの世界観の中でお食事が楽しめるレストランや、ホテル館内もクリ
スマス仕様に。“遊べるホテル”を堪能しながら、心に残るクリスマスの思い出を。 
■期 間：販売期間  11月 4日（木）～12月 6日（月） 

宿泊期間  11月 13日（土）～12月 23日（木）※土曜日を除く 
■内 容：宿泊料金 20％オフ、パークの年間パスポート保持者は 25％オフ 
■予 約：公式 HP より https://www.legoland.jp/hotel/plans/special-offer/ 
 

イメージ画 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legoland.jp%2Fhotel%2Fplans%2Fspecial-offer%2F&data=04%7C01%7CYoshimi.Yamamoto%40legoland.jp%7Cbaf229380187418dcb1f08d9942f76e6%7Ceff87342bf9949a9bfb2655c113e30a4%7C0%7C0%7C637703753839288711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aao2R0P5IxzsewPywTgHoe9W0%2Fw7VOg6e55%2FUjEtCGk%3D&reserved=0


 
レゴランド・ジャパン・ホテルならでは！キッズ＆おとなのクリスマスディナー 

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登場。お子さま（小学生以下）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
理をご提供します。 

■期 間：予約期間 10月 25日（月）～座席完売まで 
提供期間 12月 24日（金）～12月 25日（土） 

■会 場：レストラン「スカイラインバー」 
■対 象：事前予約制／どなたでも可 
■予 約：公式 HP予約専用フォームもしくは予約専用回線：052-740-8452（受付可能日は HP を参照ください） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、ローストチキンやブッシュドノエルが加わり、バラエティー豊富なクリスマスのディナービュッフェも登場します。 
ここにしかないとくべつな家族のクリスマスをお過ごしください。レゴランドのキャラクターも遊びに来るかも！* 

■期 間：12月 24日（金）～12月 25日（土）予定 
■会 場：レストラン「ブリックス・ファミリー・レストラン」 
■対 象：どなたでも可 

 
 
 
 
 

 

＜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）：2,400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ディナーコース＞ 
おとな：8,000円 

あいち「ごく旨」たまごのウフブルイエとマッシュルームの瞬間スモーク 
カリフラワーのデュ・バリースープ 

オマール海老とホタテ貝の軽いクリーム煮込み トリュフ風味のリ・バスマティを添えて 
あいち鴨のロティオレンジ風味のベアルネーズソース ドフィノワーズポテト 

又は 
知多牛フィレ肉のポワレ赤ワインソース 季節野菜のオリーブオイル蒸し 

フレッシュバジルとシトラスのソルベ 
温かいヘーゼルナッツのスフレ パンデピスのアイスクリームと共に 

グラハムロール 
コーヒー/紅茶 

*内容は予告なしに変更になる場合がございます。 


