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報道関係各位                                ２０２０年７月１5 日 

『レゴランド®・ジャパン・リゾート』 ７月２３日（木）より通常営業再開 

水に濡れて思いっきり楽しめる夏季限定アトラクション 
『レゴ®・シティ・ビーチ・パーティ』同日よりオープン 

夏にぴったりの新フードメニューや、ホームタウン１DAY パスポートキャンペーンも！  
家族で一日楽しめる屋外型テーマパーク『レゴランド®・ジャパン・リゾート』を運営する LEGOLAND 

Japan 株式会社（本社：愛知県名古屋市／代表取締役：トーベン・イェンセン）は、短縮営業を続けて
いた『レゴランド®・ジャパン』および『シーライフ名古屋』、『レゴランド®・ジャパン・ホテル』に
ついて、２０２０年７月２３日（木）より通常営業を再開します。 

保健行政機関や医療専門家のガイドラインに従い、リゾート内での入場者数制限を実施しながら、ゲ
ストの皆さまとスタッフの安全と健康を最優先に、可能な限り安心してご来園いただくための安全対策
や衛生環境を整え、お子さまとそのご家族に笑顔を提供するキッズリゾートとして、感染拡大の防止に
細心の注意を払い運営をしてまいります。 

『レゴランド®・ジャパン』では同日より、水に濡れて思いっきり楽しめる夏季限定の人気アトラク
ション『レゴ®・シティ・ビーチ・パーティ』をオープンします。 

水深１０㎝のウォーターエリア『スプラッシ
ュ・パッド』では、レゴ®ブロックをイメージし
たすべり台や遊具で遊んでいただけるほか、およ
そ１．２トンの大量の水が頭上から降り注ぐ大迫
力の水しぶきを体験いただけます。 

また、『ビルド・ア・ボート』では、レゴ®ブ
ロックを使って自分だけのオリジナルボートな
どを組み立て、水に流して競争させることができ
ます。 
※入場には整理券が必要です。 
※『スプラッシュ・パッド』は、6 歳未満のお子さまは保護者の方の付き添い 
 が必要です。お子さま（15 才未満）は水着着用必須です。 

 
こうした夏ならではのアトラクションとともに、レゴ®ブロックをかたどったモナカのサクサクの食

感が楽しめる『２ｘ４ブリックアイス』や、『ブリックチュロソフト』などこの季節にぴったりのスイ
ーツなどの新しいフードメニューも登場します。 

また、ゲストが持参したミニフィギュアを交換できる『ミニフィギュア・トレード』も、新しい交換
方法に変更して再開します。 

さらに、今春より新登場の予定だった２つの通年ショー『ポップアップ・カラフル・ズー』『ドクタ
ー・ブリックのビックリアワード・セレモニー』も開始します。 

注目コンテンツが続々登場するこの夏、東海 4 県（愛知・岐阜・三重・静岡）にお住まいの方に
は、特別価格で年間パスポートへアップグレードできる『東海 4 県限定ホームタウン１DAY パス
ポートキャンペーン』を実施します。ぜひ、この機会にご購入いただきご家族での素敵な時間をお
楽しみください。 

 

スプラッシュ・パッド 



『レゴランド®・ジャパン・リゾート』の感染予防対策について 

◇安全対策および感染予防対策について 

保健行政機関や医療専門家のガイドラインに従い、感染リスクと指摘される「密閉空間」、「密集場所」、

「密接場面」を回避して運営してまいります。 

・リゾート内、アトラクションおよびレストランなどの入場者数制限を実施。 

・社会的距離（ソーシャルディスタンシング）を確保するために、待機列は間隔をあけるよう目印の設

置やゲストの皆さまへのお声がけの実施、テーブル・イスなどの数を減らし間隔をあけて設置。 

・毎日定期的にアトラクション、レストラン、ショップ、トイレ、レゴ®ブロックなどのタッチポイン

トクリーニングおよび消毒を実施。 

・空気を入れ替えるために出入口を開放し、最大限の換気を実施。 

・リゾート内各所に消毒液を設置。 

 
◇スタッフの衛生管理について 

体温測定、手洗い、手指消毒、うがい、マスク・手袋・フェイスシールドの着用、感染予防対策や健

康管理などを実施してまいります。 

 
◇ゲストの皆さまへのご協力とお願い 

ゲストの皆さまお一人おひとりの体調管理や感染予防のご協力を引き続きお願いします。 

・体温測定のご協力をお願いします。 

入園時に体温測定を実施し、３７．５度以上の発熱がある方はご入園をお断りさせていただきます。 

・体調がすぐれない方はご来園をお控えください。また、リゾート内で体調を崩された場合は速やか

にスタッフにお申し付けください。 

・手洗い、手指消毒のご協力をお願いします。 

リゾート内各所に消毒液を設置していますので、こまめにご利用ください。 

・マスク着用のご協力をお願いします。 

・社会的距離（ソーシャルディスタンシング）を保った行動のご協力をお願いします。 

・チケットなどは事前にご購入をお済ませいただき、待ち時間などの低減にご協力ください。 

・お支払は可能な限り現金以外でのお支払い(クレジットカード、交通系 IC カード、QR コード決済

など)にご協力ください。 

 
皆さまにご迷惑とご不便をお掛けする場合もあるかと存じますが、何卒ご理解・ご協力をお願いします。 

 
 

 



レゴランド®・ジャパン 

◇営業日時 
１０：００～１７：００（土日祝は１８：００まで）※お盆期間（８月１０日～１４日）は、土日祝と同じ営業時間。 

 

◇再開するアトラクション・サービス  

日 時 アトラクション・サービス 

７月１８日(土) LEGO® NINJAGO Live (レゴ®ニンジャゴー・ライブ) 

７月２３日(木) 

Build and Test (ビルド・アンド・テスト) ※レゴ®・クリエイティブ・ワークショップの会場として利用再開 

Pharaoh's Revenge (ファラオ・リベンジ) 

Splash Battle (スプラッシュ・バトル) ※６月２７日（土）より、土日のみ運営で再開 

Splash Pad (スプラッシュ・パッド) ※夏季限定 

Build a Boat (ビルド・ア・ボート) 

Pick a Brick (ピック・ア・ブリック）※レゴ®ブロックの詰め放題コーナー 

The Secret Chamber of Amset-ra (シークレット・チャンバー・オブ・アムセトラ) 

Police Building Experience (ポリス・ビルディング・エクスペリエンス) 

Dr. Brick のビックリ Award Ceremony! (ドクター・ブリックのビックリアワード・セレモニー) 

※新規通年ショー（週末開催） 

Popup Colorful Zoo (ポップアップ・カラフル・ズー) ※新規通年ショー（週末開催） 

ミニフィギュア・トレード ※７月１７日（金）および７月２０日（月）は、先行トライアルを予定（２日間） 

８月１日(土) 

Observation Tower (オブザベーション・タワー) 

Submarine Adventure (サブマリン・アドベンチャー) 

Build a Minifigure (ビルド・ア・ミニフィギュア) 

 
◇再開するレストラン  

日 時 レストラン 

７月２３日(木) Knight Table Restaurant (ナイト・テーブル・レストラン) 

８月１日(土) 
Coral Reef Pizza and Pasta Buffet (コーラルリーフ・ピッツァ・アンド・パスタ・ビュッフェ) 

※ビュッフェスタイルから、BOX セットの提供に変更して営業を再開。 

 



シーライフ名古屋 

◇営業日時 
１１：００～１８：００（土日祝は１９：００まで）※お盆期間（８月１０日～１４日）は、土日祝と同じ営業時間。 
 
◇再開するアクティビティ・サービス  

日 時 アクティビティ・サービス 

７月２３日(木) アメージング・クリエイション ※7 月１８（土）より一部再開予定 

８月１日(土) バックヤード体験ツアー（有料） 

 
◇再開未定のアクティビティ・サービス 
・エデュケーションルーム 
・レンジャーミッションパック 
・カードバトル・アクティビティ 
・トークショー ※８月中旬再開を検討中 
 
 
 

レゴランド®・ジャパン・ホテル 

◇営業日時 
７月２３日（木）より、毎日営業します。 
チェックイン １６：００／チェックアウト １１：００ 
 
◇再開するレストラン  

日 時 レストラン 

７月２３日(木) ブリックス・ファミリー・レストラン ディナービュッフェ 

ビュッフェスタイルの提供方法を変更し、シェフが腕によりをかけた地元食材を使用したメニューをご
用意します。 
営業時間：１７：３０～２１：００（最終受付２０：３０）※不定期営業 

２部制タイムスロット（１７：３０もしくは１９：００）にて、ご案内します。 
※事前のご予約をお願いします。 

◇再開未定のサービス 
・客室内への荷物配達およびルームサービスによるお食事の提供。 
・レゴ®ブロックプールには、レゴ®ブロックのご用意はございません。（１階、２階） 
・ゲームルーム（２階） 
・キャラクターグリーティング 
 
 



夏にぴったりの新フードメニューが続々登場 

※価格はすべて税込です。ホテルレストランは、別途サービスチャージ料。 
 

   

  

 

  
 

 

  
 

 

写真はイメージのため、実際の提供と異なる場合がございます。 
 

トロピカル・ブリックパルフェ 

【スカイライン・バー】７００円 
マンゴーの甘味とさわやかなピンクグレープフ
ルーツの酸味が楽しめるパルフェ。 
カラフルな層も楽しめます。 

２ｘ４ブリックアイス 
【オアシス・スナック／ニンジャ・キッチン】 
４５０円 
香ばしい香りとサクサクっとしたレゴ®ブロック
型のモナカにバニラアイスが包まれていてボリ
ューム満点のデザート。 

タピオカパンナコッタブルーゼリー 
【ナイト・テーブル・レストラン】４２０円 
涼しげなブルーハワイ風味のゼリーがのったま
ろやかなパンナコッタ。タピオカのもちもち食感
も楽しんでいただけます。 
 

ブリックチュロソフト（バニラ・チョコ味）      
【チキン・ダイナー／ブリック・ハウス・バー
ガー】４２０円 
シナモンシュガーでコーティングされたモチモ
チのブリックチュロと、カラフルなチョコが 
トッピングされたポップなソフトクリーム。 

ドラゴンアプレンティスプレート A・B 
【ナイト・テーブル・レストラン】１，２００円 
お子さまが大好きなメニューが盛りだくさんの
プレートセット。オムライスかミートスパゲッテ
ィか、お子さまのお好みをチョイスいただけま
す。ドリンクバー付き。 

カツオと茄子の冷製アラビアータ 
【スカイライン・バー】１，４００円 
熱い夏にぴったりの冷製アラビアータパスタ。 
ピリ辛のうまみが食べるたびに口に広がり食欲
をそそります。 
 

キングダムプレート 
【ナイト・テーブル・レストラン】２，６００円 
しっかりお肉が食べたい気分の方へ、香ばしく焼
いたボリューム満点のビーフステーキでお腹い
っぱいに。 
ドリンクバー、パンまたはライス付き。 

ピザ 3 ピース BOX 
【コーラルリーフ・ピッツァ・アンド・パスタ・
ビュッフェ】 １，３００円 
ピザ 3 ピースに、オーブンポテトとレゴ®ポテト
が入ったお得な BOX セット。トマト＆チーズ、
BBQ チキン、ツナ＆コーンの中からお好きなピ
ザをお選びいただけます。ドリンクバー付き。 
 

キッズピザ BOX 
【コーラルリーフ・ピッツァ・アンド・パスタ・
ビュッフェ】 ８００円 
お子さまに大人気のツナ＆コーンピザとオーブ
ンポテト、レゴ®ポテトのセット。デザートのプ
リンとドリンクバー付き。 

ホールピザ BOX 
【コーラルリーフ・ピッツァ・アンド・パスタ・
ビュッフェ】 ２，４００円 
トマト＆チーズ、BBQ チキン、ツナ＆コーンの
中からお好きなホールピザ 1 枚をお選びいただ
けます。オーブンポテト、レゴ®ポテト、ドリン
クバー２名さま分付き。 
 

７/３０発売 

７/１７発売 ７/１７発売 ７/１１発売 

８/１発売 
 

８/１発売 ８/１発売 

ドラゴンプレート A・B 
【ナイト・テーブル・レストラン】２，２００円 
チキンソテーとサーモンココットに、ハンバーグ
もしくは豚肩ロースグリルをチョイスいただけ
る、ボリューム満点グリルプレート。 
ドリンクバー、パンまたはライス付き。 

マンゴーカッププリン 
【ナイト・テーブル・レストラン】４２０円 
さっぱりとしったパッションフルーツとマンゴ
ープリンに、さくらんぼとブロックチョコレート
をトッピング。 

画像はこちらの URL よりダウンロードいただけます。 http://urx.space/gVoL 

パスワード：LEGOLAND  有効期限：２０２０年８月１２日（水） 

 



お得な東海 4 県限定「ホームタウン１DAY パスポート」キャンペーン 

東海４県（愛知、三重、岐阜、静岡県）お住まいの方限定、お得な価格でレゴランド®・ジャパンをお楽
しみいただけるホームタウン１DAY パスポートは、期間を延長し８月３１日(月)まで販売します。 
さらに 7 月２３日(木)から、お得な価格で年間パスポート・スターターおよびスタンダードにアップグ
レードできるキャンペーンを実施します。 
 

販売期間：７月２３日(木)～８月３１日（月） 

ホームタウン 1DAY パスポート価格： 

おとな ４，６００円、こども３，４００円（通常：おとな７，１００円、こども４，６００円） 

販売場所：公式 WEB サイト、セブン-イレブン 

 
年間パスポート・アップグレード価格： 

 
※学校団体や無料チケットなど一部アップグレード対象外のチケットがございます。 

販売場所：レゴランド®・ジャパン内 ゲストサービス 
 
 
 

デジタル版・年間パスポートの導入 

ゲストの皆さまの利便性向上と、感染症リスク低減のため、７月２３日(木)より年間パスポートをデジ
タル化します。スマートフォンに保存したデジタル版年間パスポートが、従来のプラスチックカードの
代わりとなります。 
※既存の年間パスポートをお持ちの方は、次回に年間パスポートを更新される場合、もしくは年間パスポートをアップグ

レードされる場合に、デジタル版に切り替えることができます。 

※従来のプラスチックカードの発行をご希望の場合は、発行手数料５００円(税込)にて承ります。 
 
 
 
今後の状況により運営状況を変更する場合がございます。最新情報はレゴランド®・ジャパン・リゾー

ト公式 WEB サイトにてご確認ください。https://www.legoland.jp/ 
 
＜一般の方からのお問い合わせ先＞ 

LEGOLAND Japan 株式会社 コールセンター 0570-05-8605（9:00-15:00） 

 

おとな こども おとな こども おとな こども

¥1,900 ¥800 ¥6,500 ¥4,200 ¥17,000 ¥13,300

プレミアムスターター スタンダード

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
LEGOLAND Japan 株式会社 PR 担当／平野 

TEL:052-740-8457 MAIL:press@LEGOLAND.jp 

tel:050-5533-2681

