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報道関係各位                                                                   2021年 9月 15日 
 

― レゴランド®・ジャパン・リゾート2021年ハロウィーン「ブリック・オア・トリート」 ― 

“親子史上、最高にかわいい”ハロウィーン！ 
大人気の仮装コンテストが初の親子ペアを対象に『レゴ®フレンズ』の世界観にドレスアップ！ 
キャラクターと一緒のアクセサリーアイテムをレゴ®ブロックで作って思いっきりオシャレをしよう 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021年、レゴランド®・ジャパンのハロウィーン「ブリック・オア・トリート（Brick or Treat）」＜10月 2日（土）～11
月 3日（水・祝）開催＞は、ここにしかない家族の思い出作りをお手伝いします。レゴ®の人気シリーズ『レゴ フレンズ』の
世界観の中で“親子史上、最高にかわいい”ハロウィーンの写真が撮影できるシーンと、日常の中では体験できない親子
のかわいいハロウィーンをお楽しみください。期間中仮装してご来場いただいたすべての皆さまに、お菓子の詰め合わせをプ
レゼントします！ 
 
注目は、ブリック・オア・トリートを親子で体感できる仮装イベント「ハロウィーン コスチューム コンテスト」。今年は、ステ

ージが『レゴ フレンズ』をモチーフにドレスアップします。期間中、土、日、祝日に開催されるコンテストでは、かわいらしく 
仮装した子どもたちが勇気を出してステージに上がり、親子でコスチュームをお披露目。お子さまには、観客からの称賛で
恥ずかしさが誇らしさに変わり、自然に笑顔がこぼれるような感動体験を味わっていただきます。一緒に参加する親御さん
にも、間近で子どもの雄姿と成長を実感していただけます。合計 36 組の中から見事優秀賞に選ばれた親子には、賞品
として豪華なレゴブロック商品をプレゼント。コンテスト参加賞として全員に、さらに観覧者のお子さまにもハロウィーンキャン
ディをご用意。『レゴ フレンズ』やパークのキャラクターたちが一緒にステージを盛り上げる、レゴランド・ジャパンにしかない演
出をお楽しみに。 
 
また、ハロウィーンならではのスペシャルワークショップ「今日からキミもレゴ フレンズ！」を初めて屋外のイベントスペースに

て開催。『レゴ フレンズ』シリーズで、キャラクターが実際に装着する「ネコ耳」「王冠」「リボン」「サングラス」「ヘッドフォン」の
5 つのアクセサリーをレゴブロックで組み立て、親子のオリジナル写真を撮っていただけます。 
 
パーク内も、約 62,000 個のレゴブロックを使用した「ジャイアントパンプキン」をはじめ、レゴランド・ジャパンならではのハ

ロウィーン装飾で彩ります。ハロウィーンをモチーフに秋の食材をふんだんに取り入れたフード＆スイーツメニューも計 27 種
類ご用意。今年はママもパパもお子さまと一緒にハロウィーンに参加して、“親子史上、最高にかわいい”写真を撮りに来
てください。レゴランド・ジャパンは、いつか子どもが親の手はなれていく前に、家族の限りある大切な時間を一緒に過ごす
最高の場所として、安全な運営により一層、細心の注意を払って運営してまいります。 

※写真は以前の様子 



2021年ハロウィーン「ブリック・オア・トリート」開催概要 
 
 

この秋のハロウィーンイベント「ブリック・オア・トリート（Brick or Treat）」の主役は親子です。 
親子一緒に体験することで生まれる最高の笑顔を、ぜひご家族の思い出の記念写真に。 

【名  称】 レゴランド・ジャパン・リゾート 2021 ハロウィーン「ブリック・オア・トリート」 
【期  間】 2021年 10月 2日（土）～11月 3日（水・祝）※期間中、平日の火曜・水曜・木曜は休園となります。 
【内  容】 ◎仮装しているご来場者全員にハロウィーンお菓子の詰め合わせをプレゼント、SNS投稿キャンペーンも開催 
 ◎仮装コンテスト「ハロウィーン コスチューム コンテスト」：土・日・祝 13時半～14時（無料） 
 ◎スペシャルワークショップ「今日からキミもレゴ フレンズ！」：平日 1 クラス、土・日・祝 2 クラス（無料） 
 ◎「ピック・ア・ブリック・アイスクリーム～すきな味をえらぼう～」：土・日・祝（1 カップ 400円～） 
 ◎約 62,000個のブロックでできた「ジャイアントパンプキン」やハロウィーン限定スイーツ＆フードをご用意 
【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（金曜～月曜／9時～17時） 
 
 

「ハロウィーン コスチューム コンテスト」 

レゴランドハロウィーン恒例の仮装コンテストを今年は『レゴ フレンズ』の世界観とミックスさせたスペシャルステージで開催。  
エントリーしていただき、素晴らしい仮装を披露してくれた親子（各回 36 組）から 1 組を決定し、レゴブロック商品をプ
レゼント。『レゴ フレンズ』やパークのキャラクターたちが一緒にステージを盛り上げ、参加者だけではなく観客もお楽しみい
ただけるレゴランド・ジャパンにしかない演出になっています。また、プロのカメラマンが撮影する、参加親子の最高にかわい
い一枚は、公式 HP で随時紹介していきます。 

■期 間：10月 2日（土）～11月 3日（水・祝）の土、日、祝日 13時半～14時 
■会 場：ミニランド奥 特設ステージ ※雨天中止 
■対 象：仮装をしている方（大人 1人＆子ども 1人以上のグループで参加） 
■人 数：各回 36組限定 ※参加希望者が多い場合は抽選 
■料 金：無料（パーク入場料は別途） 
■参加方法：当日の事前申込 ※ショーはどなたでもご鑑賞いただけます 
■審査方法：仮装クオリティや仮装なりきり度、親子で楽しんでいるかなどを審査 
■賞 品：優秀者 1組には豪華なレゴブロック商品を贈呈、公式 SNS でも仮装をご紹介します 

 
 

スペシャルワークショップ 「今日からキミもレゴ フレンズ！」 

「ハロウィーン コスチューム コンテスト」ステージ前のスペースにレゴランド初、屋外スペシャルワークショップを開催。『レゴ 
フレンズ』シリーズでキャラクターが実際に装着する「ネコ耳」「王冠」「リボン」「サングラス」「ヘッドフォン」の 5 つの アクセサ
リーをレゴブロックで組み立てよう。作品サイズはお子さまの頭や体の大きさに合わせて変えることができます（大人の方も
装着可能）。大人から子どもまで楽しめるように難易度もさまざまご用意。レゴブロックが持つ無限の可能性を実感する
こと間違いなしです。ぜひ、お子さまだけではなくご家族の最高にかわいい写真を撮ってください。 

■期 間： 10月 2日（土）～11月 3日（水・祝） 
■会 場： 平日 クリエイティブ・ワークショップ  
 休日/祝日 ミニランド奥 特設ステージ前  
 ※天候、その他の事由により中止する場合があります。 

■対 象： パーク来場者 未就学児～大人 
■人 数： 各クラス 最大 32名（定員に達した時点で受付終了） 
■料 金： 無料（パーク入場料は別途） 
■参加方法：当日の事前申込 ※開始 15分前までの受付 

 
 



 
ピック・ア・ブリック・アイスクリーム ～すきな味をえらぼう～ 

好きなアイスクリームを選ぶように好きな“フレーバー”でレゴブロックを選ぶ、特別なお買い物体験をご提供します。春のレ
ゴランドウィークエンドで大好評だった企画が、パンプキンや栗きんとん、紫芋など、4 種類のハロウィーン期間限定のフレ
ーバーと通常フレーバー全 12 種類とともに戻ってきます。レゴランド・ジャパンならではのハロウィーン体験でお気に入りの
フレーバーパーツをゲットしよう。※混雑緩和のために整理券を配布する可能性があります。 

■期 間：10月 2日（土）～11月 3日（水・祝） 
土、日、祝日 

■会 場：アイス・ファクトリー 
■対 象：パーク来場者 未就学児～大人 
■料 金：1 カップ 400円、2 カップ 800円、3 カップ 980円 

 
 

ハロウィーン仮装 xブリック・オア・トリート 

期間中、仮装してご来場いただいたゲスト全員にハロウィーンお菓子の詰め合わせをプレゼント。 
さらに、レゴランド・ジャパン・リゾート内で撮影したかわいいハロウィーンフォトを Instagram に投
稿してくれたゲストには、ハロウィーンデザインのファクトリーブロック（2 種類から 1 つ）をプレゼン
トします。※キャンペーン詳細については公式 HP をご確認ください。 

 
 

ハロウィーン x限定フードメニュー 

秋の味覚が満載のフードメニューや、ゴーストやミイラ、おばけかぼちゃをモチーフにした見た目も可愛らしいスイーツ 
メニューなど、10月 1日（金）からハロウィーン限定メニューを計 27種類ご用意。 

 
 
 
 
 
 
 

◎ゴーストソフトクリーム：480円 
ココアワッフルーコーンが新登場！ 
ハロウィーンのオバケと紫芋パウダーがトッピングされたソフトクリーム。 
◎秋のきのこチーズバーガーセット：1,650円 
たっぷりきのこと濃厚チーズソースにビーフパティの相性抜群な秋限定ハンバーガー。 
◎ゴーストきのこチキンシチューセット：2,500円  
チキンを柔らかく煮込んだデミグラスベースのシチューにきのこたっぷりのシチュー。 
オバケのチップスがアクセント。 
◎モチモチミイラドッグ：450円 
おもちの包帯でぐるぐるにされたソーセージ。モチモチ食感が楽しめます。 
◎ピケのクリームパン：400円 
ソフトな生地にしっとりなめらかなカスタードクリーム入りのピケの形のオリジナルパン。 

◎カラフルミルクレープ：500円 
カラフルなクリームとクレープを 8層に重ね合わせたしっとりミルクレープ。 
◎おばけの収穫祭サラダ：650円 
オバケたちが秋の美味しい野菜を集めてきたよ！オバケと一緒に収穫祭を味わおう。 

 



 
ハロウィーン x レゴ装飾 

約 62,000個のレゴブロックを使用した高さ約 1.4m、幅約 2.3m、奥行き約 1.8m
のジャイアントパンプキンが登場。お子さまの身長を超えるレゴブロックのパンプキンは圧
巻です。また、エントランスでは赤いドラゴンもハロウィーン仕様でお出迎えなど、パーク
内にはレゴランドらしいハロウィーン装飾のフォトスポットが盛りだくさんです。 

 
 
 
＜関連キャンペーン：ホームタウン１DAYパスポート＞ 
東海 4県にお住いの方限定のお得なチケット“ホームタウン１DAYパスポート”を 9月 1５日（水）からセブン-イレブンまたは
公式 HP で販売開始します。 9月 17日（金）～１月 10日（月・祝）までの対象期間にご来場された方には、入園券
が通常より最大 2,600円もお得（おとな 4,600円、こども 3,400円）にご購入できます。 
なお、感染症対策の一環および待ち時間短縮のため、窓口での当日販売は実施しておりませんのでご了承ください。 
 
 
＜関連キャンペーン：年間パスポートへのアップグレードキャンペーン＞ 
9月 17日（金）～１月 10日（月・祝）までの対象期間、当日に限り１DAY パスポートでご来場された方には、 
通常よりもお得に年間パスポートへアップグレードができます。※詳しくは公式 HP をご確認ください。 
 
 
＜関連キャンペーン：レゴランド・ジャパン・ホテルキャンペーン＞ 
ハロウィーン期間中のレゴランド・ジャパン・ホテルにお得な宿泊割引が登場。※詳しくは公式 HP をご確認ください。 

◎年パス限定！秋得ステイ 25%割引プラン 
9月 17日（金）～10月 31日（日）までの対象期間中にレゴランド・ジャパン・ホテルにご宿泊される方で、 
有効期限内の年間パスポートをお持ちの方は、対象のお部屋が 25％オフになります。※ご予約は公式 HP より承ります。 

◎秋得ステイ 20％割引プラン 
9月 17日（金）～10月 31日（日）までの対象期間中にレゴランド・ジャパン・ホテルにご宿泊される方は、 
対象のお部屋が 20％オフになります。※ご予約は公式 HP より承ります。 
 
 


