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2022年 5月 23日 

レゴランド®・ジャパン・リゾート 5周年記念 夏季限定新アトラクション

約 2,400㎡の新エリアに“迷路”をテーマにした 6 つのレゴ×アトラクションプールが誕生 

水遊びの決定版 「新・ウォーター・メイズ」 7/8（金）OPEN 

レゴ ブロック約 32万個・高さ 2.3ｍの巨大な“ブルードラゴン”が見守る中

5種のスライダー＆19基のウォーターキャノンをくぐり抜け、滝に隠された宝箱を見つけよう 

開業 5 周年を迎えるファミリーリゾート『レゴランド・ジャパン・リゾート』は「夏の大冒険」をコンセプトに、子どもたちの  

無限大の好奇心と創造力を引き出し、“いましか、家族でできないこと”を思いきり楽しんでいただける夏季限定アトラクシ

ョン「新・ウォーター・メイズ」（無料）を 7月 8日（金）にグランドオープン。約 2,400㎡の広大なウォータープレイエリア

を新設し、8 つの冒険ゾーンの中にレゴランドらしい遊び心と趣向を凝らした６つのアトラクションプールを展開。予約券*

が特典として付いた体験キットの事前販売および予約は本日 5月 23日（月）10時より公式サイトで開始します。 

*予約券は数量限定販売

世界中どこにもない、レゴがあふれる水遊びの決定版！水×迷路（＝メイズ）×アスレチック×レゴをテーマにした夏季

限定アトラクション「新・ウォーター・メイズ」が誕生します。レゴ ブロック約6万6千個を使用した「ブロックゲート」をくぐると、

約 2,400 ㎡の新エリアには、レゴ ブロック約 32 万個・高さ 2.3ｍの巨大な青いドラゴンのオブジェをシンボルに、8 つの

冒険ゾーンの中に６つのアトラクションプールが広がります。ゲストは「ブラック・ビア海賊団」の見習いとして、「新・ウォータ

ー・メイズ」を舞台に、カラダとアタマを駆使して全長約 15m の滝に隠されたお宝探しにチャレンジ。19 基のウォーター  

キャノンや５種類のスライダーはお子さまの冒険を盛り上げます。また、水深 30cm のプールは、お子さまのプールデビュー

を安心・安全にサポート。定時入れ替えの予約制で感染症対策にも配慮します。水しぶきや滝など、形を変えて空から

降り注ぐ水が子どもたちの最高の笑顔を引き出し、家族の大切な思い出となる、夏の大冒険をお楽しみください。

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」。今夏

は「新・ウォーター・メイズ」の世界観をより楽しんでいただけるアイテムをつめ込んだキット（700 円/2,000 円）をパーク

およびホテルショップなど計 4 カ所で 7 月 8 日（金）より販売開始します。キットに含まれるパイレーツのバンダナを身に

着けたゲストには、同じく海賊に扮するスタッフがまるで仲間のような楽しい声掛けを行います。他にも夏限定のファクトリー

ブロックや海賊の証、オリジナルコインなどが含まれるキットは、この夏の大冒険の思い出となるでしょう。「新・ウォーター・ 

メイズ」 2名分の事前予約券がついた 2,500円*の体験キットは公式サイト限定で販売いたします。

その他、海賊団のキャラクターをデザインした人気のフラッペや地元フルーツをふんだんに使用したひんやりスイーツなど

夏季限定メニューを 37種豊富にラインナップ。シェフいちおしは、お子さまの大冒険を応援する、元気がみなぎるファミリー

サイズの海賊フードです。お得なチケットキャンペーンや宿泊者全員の「新・ウォーター・メイズ」確約がついた『レゴランド・

ジャパン・ホテル』宿泊特典もご用意。レゴランドの楽しい夏の水遊びで、めいっぱい日焼けした子どもたちのたくましい姿と

まぶしい笑顔が、すべての家族の思い出になりますように。



【名   称】 新・ウォーター・メイズ  ※レゴランド・ジャパン新区画（敷地面積約 2,400㎡） 

【営業期間】 2022年 7月 8日（金）～８月 31日（水）夏季限定／営業時間：10時～ 閉園は日によって異なる 

【対象年齢】 3歳*１～大人／5歳以下は大人同伴、水着着用 （2歳以下利用不可） 

【料   金】 無料／パーク入場料金は別途 

【利用方法】  当日および事前予約制／1時間毎に入れ替え（1回約 300名×6回*２＝1日 1,800名まで） 

＜当日予約＞パーク内に設置した案内版より「二次元バーコード」を読み取り、希望回を予約してください。 

10時より、「10時 20分」「11時 20分」「12時 20分」の回 

12時より、「13時 20分」「14時 20分」「15時 20分」「16時 20分」の回をご案内します。 

＜事前予約＞事前予約可能人数は上限があります。 

公式サイトから「見習い海賊の宝の地図（お宝付き）」（2,500円）ご購入者は翌日以降2名分の枠が予約可能。 

＜STORY＞ 

航海中のキャプテン ブラック・ビアとアイザックがなにやら大きな迷路を発見。 

なんとそこは女海賊グレースとブルードラゴンが待ち受ける新・ウォーター・メイズだった！ 

＜エリア紹介＞ 

①ブロックゲート：レゴ ブロック約 6万 6千個を使用した高さ 3.5m×横 4.0m のカラフルなゲートがお出迎え

ゲートを通り抜けてこの夏のワクワクをはじめよう！ 

②つるつるホッピング：直径 15m円形状の水中に浮かぶ巨大なバルーン。

つるつる滑らないよう、うまくバランスとれるかな？ 

③ブラック・ビア・シップ：直径 11m のブラック・ビア海賊船とプールまで伸びるスライダー

キャプテン ブラック・ビアが見た海賊船からの景色を一緒に見てみないか？

④ビューンとスライダー：全長 7m と 7.7m の 2種のスライダーに挑戦

勇気を出してスライダーにチャレンジだ！キミも一人前の海賊になろう！ 

⑤あっちこっちメイズ：水の迷路とアスレチックが融合。僕はあっち、私はこっち！キミたちの好きな方に行ってみよう！

⑥ドキドキプレイ：直径 11m のプールとグレースの滝に続く高さ３m からのスライダー

巨大なブルードラゴンに立ち向かう準備は出来たかな？ 

⑦グレースの滝：ブルードラゴンが見守る大きな滝（全長 15m ウォーターフォール）をクリアした先にある宝箱には・・・

勇気を出して、滝の向こう側に足を踏み入れてみよう！ 

⑧ワクワクプレイ：ここではワクワクをチャージ！さらなる冒険を求める海賊はグレースの滝に挑戦だ！
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夏季限定アトラクション 「新・ウォーター・メイズ」 

*２16時閉園の場合 

*１傾斜の強いスロープやスライダーがあるので、特に小さいお子さまはご注意ください。 



＜TOPICS：「新・ウォーター・メイズ」をさらに楽しく盛り上げる「レゴランド・ゲームズ」海賊キット 2種が登場！＞ 

◎事前販売「見習い海賊の宝の地図（お宝付き）」

【販売期間】 2022年 5月 23日（月）10時～８月 30日（火）まで 

【販売場所】 公式サイト 

【料   金】 2,500円 

【内   容】 「見習い海賊の宝の地図」(700円)、事前予約券、海賊の証、パイレーツバンダナ、レゴランドコイン、 

オリジナルクリアバッグ

◎当日販売「見習い海賊の宝の地図（お宝付き）」

【販売期間】 2022年 7月 8日（金）10時～８月 3１日（水）まで 

【販売場所】 ビッグ・ショップ / キング・マーケット / フォト・ショップ / ホテルショップ 

【料   金】 2,000円 

【内   容】 「見習い海賊の宝の地図」(700円)、海賊の証、パイレーツバンダナ、レゴランドコイン、オリジナルクリアバッグ 

◎当日販売「見習い海賊の宝の地図」

【販売期間】 2022年 7月 8日（金）10時～８月 3１日（水）まで 

【販売場所】 ビッグ・ショップ / キング・マーケット / フォト・ショップ / ホテルショップ 

【料   金】 700円 

【内   容】 宝の地図の箱、限定ブロック、うちわ 

シェフがおすすめする親子で楽しめるフードメニューや地産地消でこだわり食材を使用した可愛らしいスイーツ＆冷たい

ドリンクメニューが 7 月 8 日（金）から９月 15 日（木）の期間限定で登場。お子さまの大冒険を応援する、元気が

みなぎる海賊フードやおいしくて気分もワクワクする夏メニュー計 37種（ホテルメニュー含む）をそろえました。

★家族におすすめ！

◎骨付きミートのファミリーセット ～Tボーンステーキ付き～：6,500円

5 種類のミートを家族４人で味わえる豪快セット。T ボーンステーキと BBQ

ポークリブ、厚切りベーコン、ソーセージ、ハンバーグなど子どもたちが喜ぶお肉

をたくさん食べて夏のレゴランドを楽しもう！（数量限定）

◎紅ほっぺいちご／フローズンみかん ブリックフラッペ：各 750円

愛知県産のいちご「紅ほっぺ」や、愛知蒲郡みかんなど地元食材とブリックの形の

ラムネやチョコレートを合わせたひんやり贅沢かき氷

★お子さまにおすすめ！

◎淡雪フラッペ：各 550円

今年も登場！キャラクターがプリントされた泡雪フラッペ

ほんのり甘いふわふわの泡やプチプチ食感が楽しめるひんやりシャリシャリ定番フラッペ

◎シュワパチファンタミックス グレープ/メロン：各 550円

シュワっと楽しい“炭酸氷”とベリーミックスを使用した飲んでも食べてもおいしいドリンク

食べられるクッキーストローで最後までおいしいく楽しめる！

★大人におすすめ！

◎ココナッツシェイク：600円

ココナッツシェイクにバニラアイスと優しい甘さのサクサクサブレのトッピングが

アクセント！真夏のリゾートにピッタリの甘くて冷たい贅沢シェイク夏のおすすめ

◎スペアリブ冷麺：1,450円

昨年大人気のスペアリブ冷麺が今年も登場！香ばしく焼き上げたスペアリブが

がっつりトッピングされた Cool！な冷麺。暑い夏にぴったりの一品

夏の限定フード＆スイーツメニュー 

宝の地図の箱 

うちわ 



◎年間パスポートのお得な料金・キャンペーン

プレミアム・スタンダードの年間パスポート保有者へ、この夏限定特典として「新・ウォーター・メイズ」先行体験を開催。 

公式サイトにて 6月 10日（金）17時より予約受付を開始します。 

【対象日時】 6月 18日（土）・19日（日）・25日（土）・26日（日）・7月２日（土）・３日（日）計６日間 

各日 3枠：10:20～11:00、12:20～13:00、14:20～15:00 

【対象人数】 各枠（先着）150人 

【申込方法】 公式サイト「新・ウォーター・メイズ」 先行体験専用ページより 

◎チケット割引情報・キャンペーン

「新・ウォーター・メイズ」オープンに先駆けて、年間パスポートデビューまたはアップグレード

が 20％オフになるキャンペーンを本日 5月 23日（月）より期間限定で開始します。 

【販売期間】 5月 23日（月）～ 6月 12日（日） 

【料   金】 通常価格から 20％オフ 

【対   象】 ① 新規スタンダード年間パスポート購入 → 公式サイトまたはセブン・イレブンのみで販売 

② １DAY パスポートからスタンダードへアップグレード → パーク内ゲストサービスのみで販売

③ スターターからスタンダードへアップグレード → パーク内ゲストサービスのみで販売

◎ホテル宿泊特典

期間中、レゴランド・ジャパン・ホテルのスイートルーム宿泊者（18室／日）には 

特典として「見習い海賊の宝の地図」1 つ（宝の地図の箱、限定ブロック、うちわ）と 

宿泊者全員の「新・ウォーター・メイズ」事前予約券が付きます。 

【対   象】 7月 8日（金）～８月 3１日（水）までのホテル宿泊者 

【料   金】 客室料金は公式サイトをご参照ください 

https://www.legoland.jp/hotel/plans/reserve/ 

＜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。

夏のお得なチケット＆宿泊特典 


