報道関係各位

２０２０年１０月１５日

レゴランド®の「あったかたのしい」クリスマスで、今しか作れない思い出を

「サンタ」がプレゼントを持って客室に・・⁉宿泊者限定の体験コンテンツ
クリスマス限定メニュー、ハロウィーンで大好評の「謎解き」の続編企画も
― 期間：２０２０年１１月６日（金）から１２月２７日（日）―
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』は、２０２０年１１月６日

（金）から１２月２７日（日）の期間、クリスマスイベント「BricXmas（ブリック・クリスマス）―レゴラ
ンドで、あったかたのしいクリスマス！―」を開催いたします。『レゴランド®・ジャパン・リゾート』なら

ではの「いましか、家族でできないこと」をちりばめた体験コンテンツで、冬の寒さも忘れてしまうくらい「あ
ったかたのしい」特別なクリスマスのひとときをご提供します。

今年は、『レゴランド®・ジャパン・ホテル』に宿泊

者限定のスペシャルな体験をご用意しました。

「サンタ」と「エルフ」がクリスマスプレゼントをサ

プ ラ イ ズ で 客 室 に 届 け る 「 Christmas Special

Santa Night」や、「ブリックス・ファミリー・レス

トラン」で、キャラクターの「ゴードンゾラ」と「ジェ

ス タ ー 」 と 一 緒 に 記 念 撮 影 で き る 「 Christmas
Special Photo Session」は、この冬のとっておき

の思い出になること間違いなし。

全ての客室に置かれた「Christmas Letter」に、サ

ンタクロースへのクリスマスの願いを書いて、パーク内

のレゴ®クリスマスツリー前のポストに投函すると、後
日、抽選で素敵なクリスマスプレゼントが届きます。

『レゴランド®・ジャパン』（パーク）では、ハロウィーンで大好評の謎解きイベント「怪盗？ロン・レガ

ドからの挑戦状」の続編をお楽しみいただけます。また、毎年人気のクリスマス限定フードメニューも充実。

「クリスマスのごちそうローストチキンセット」、「シェフゴードンのハッシュドグラタンバーガー」などの
あたたかいフードメニューや、クリスマスモチーフが写真映えする「たっぷりクリームのシューツリー」など

のデザートが、「あったかたのしい」クリスマスを演出します。サンタ帽、ミトン、レゴ®ブロックのクリス
マスリースなどのクリスマスグッズもお楽しみいただけます。

『レゴランド®・ジャパン・リゾート』で、ずっと家族の思い出として残る、特別なクリスマスをお過ごし

ください。

＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
レゴランド・ジャパン株式会社 担当：平野
TEL:052-740-8457 MAIL:press@LEGOLAND.jp
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BricXmas（ブリック・クリスマス）
―レゴランドで、あったかたのしいクリスマス！― 開催概要
■イベント：BricXmas（ブリック・クリスマス）―レゴランドで、あったかたのしいクリスマス！―

■期

間：２０２０年１１月６日（金）から１２月２７日（日）

＜『レゴランド®・ジャパン・ホテル』ご宿泊者向けのスペシャルコンテンツ＞
※期間中のホテルおよびレストラン稼働日に実施します。
Christmas Special Santa Night（クリスマス・スペシャル・サンタ・ナイト）
ホテルを訪れる子どもたちにとって最高のクリスマスとなるよう
にと、「サンタ」と「エルフ」がクリスマスプレゼントをサプラ

イズで客室に届けてくれる、スペシャル宿泊プランをご用意しま
した。特別な夜を一緒に祝い、ご家族でのとっておきの思い出作
りをお手伝いします。

■実施場所：スイートルーム（限定６室）
■実施時間：１９：１５～
■宿泊プラン：宿泊料金にプラス５，０００円
■購入場所：公式 WEB サイトにて１１月上旬より販売開始予定
※スイートルームにご宿泊のお客さまが対象となります。
※事前に、対象プランをご購入する必要があります。
※時間は状況により変更する可能性があります。

Christmas Letter（クリスマス・レター）
全ての客室に置かれたクリスマスカードに、サンタクロースへの
クリスマスの願いを書いて、パーク内のレゴ®クリスマスツリー

前のポストに投函すると、後日、抽選で素敵なクリスマスプレゼ
ントが届きます。

画像はイメージです。

Christmas Special Photo Session（クリスマス・スペシャル・フォトセッション）
とっておきのクリスマス料理を楽しんでもらおうとブリックス・
ファミリー・レストランにやってきた、キャラクターの「ゴード
ンゾラ」と「ジェスター」と一緒に記念撮影ができます。

クリスマス限定フードを囲み、特別なディナータイムをお楽しみ
ください。

■実施場所：ブリックス・ファミリー・レストラン
（『レゴランド®・ジャパン・ホテル』内）
■実施時間：１８：００～
※時間は状況により変更する可能性があります。
※レストラン利用者を対象に、開催前に整理券を配布します。
※１組１回までのご参加となります。

Christmas Creative Workshop（クリスマス・クリエイティブ・ワークショップ）
レゴ®ブロックを使って、クリスマスオーナメントや雪の結晶な

どのアイテムを作ることができます。クリスマスツリーに飾って
お楽しみください。

■実施場所：クリエイティブ・ワークショップ
（『レゴランド®・ジャパン・ホテル』内）
※ 制作するモデルは、日により異なります。

クリスマスオーナメント

雪の結晶
画像はイメージです。

＜『レゴランド®・ジャパン』のコンテンツ＞
怪盗？ロン・レガドからの挑戦状―エピローグ―
協賛：日本コカ・コーラ株式会社

子どもたちが「自分で考えて成長する様子」が大好きな「怪盗？ロン・
レガド」から、ハロウィーンに続き、新たな謎解きの挑戦が！ “挑戦状”

を特設カウンターで受け取り、隠されたプレゼントを見つけ出す謎解き

アクティビティです。『レゴランド®・ジャパン』のキャラクターたちか

ら与えられるヒントをもとに、５つの謎すべてを解き、隠されたキーワ
ードをみつけることができれば、素敵なプレゼントがもらえます。

また、公式 WEB サイトでは、「怪盗？ロン・レガド」から練習問題が提
示されていますので、事前にご家族で謎解きに挑戦していただけます。
【練習問題 URL】 （※「ロン・レガド練習問題」で検索）
https://www.legoland.jp/operation/seasonal-events/bricxmas-2020/

■参加費用：５００円（税込）
年間パスポート・スタンダード/プレミアムを
お持ちの方は一回まで無料
■発売場所：エントランス横チケットカウンターおよびパーク内各店舗
※公式 WEB サイトで事前予約受付中です。
※参加者には、ホットドリンク引換券をお渡しします。
『レゴランド®・ジャパン』ならではのクリスマス装飾にも注目！
ミニランド横のエリアでは、約 61 万個のレゴ®ブロックを使用した、高さ約 10m、横幅約 4m の世界最大

級のレゴ®クリスマスツリーが今年も登場！また、ナイト・テーブル・レストラン前の大きなトナカイでは、
サンタと一緒にソリに乗って記念撮影ができます。さらに、ミニランドでは期間限定でクリスマストレイン
が走ります。クリスマスを華やかに彩る、『レゴランド®・ジャパン』ならではのカラフルなクリスマスを

お楽しみください。

画像はイメージです。

クリスマス限定フードメニュー
クリスマスシーズンにふさわしい見た目にも華やかなメニューやあたたかいメニューなど、
『レゴランド®・

ジャパン』のクリスマスの世界感をお楽しみいただけるクリスマス限定フードをご用意いたします。是非ご家
族でお楽しみください。

『レゴランド®・ジャパン』
クリスマス限定フードメニュー

『レゴランド®・ジャパン・ホテル』
クリスマス限定フードメニュー

『レゴランド®・ジャパン』クリスマス限定フードメニュー

クリスマスのごちそうローストチキンセッ
ト（ライス、スープ、デザート付き）
【ナイト・テーブル・レストラン】2,500 円
ローストしたスモークチキンは柔らかジュ
ーシーな仕上がり。クリスマスツリー仕立
てのポテトサラダとレゴ®ポテトと共にお
召し上がりください。

シェフゴードンのハッシュドグラタンバー
ガー

【ブリック・ハウス・バーガー】1,530 円
さくさくハッシュドポテトとビーフパティ
にトローリチーズグラタンソースを絡めた
寒い季節に嬉しい、あったかバーガーです。

グリルドステーキセット（ライス、スープ、 たっぷりクリームのシューツリー
【ナイト・テーブル・レストラン】550 円
デザート付き）
【ナイト・テーブル・レストラン】2,800 円
サクサクシュー生地にディプロマットクリ
香ばしくグリルしたアンガスビーフを、ク ームと抹茶のホイップクリームのダブルク
リスマスツリー仕立てのポテトサラダとレ
リームが楽しめる、クリスマスツリー仕立
ゴ®ポテトと共にお召し上がりください。
てのスイーツです。

ミニフィギュアチキンパニーニ【ファクト
リー・サンドウィッチ・カンパニー】660 円

サンタメロンパン
【ファクトリー・サンドウィッチ・カンパ
ニ―】390 円

しっとり食感の米粉のパニーニにチキンの
スライスとチーズを、トマトソースとジェ
ノベーゼで仕上げたボリュームたっぷりの
サンドウィッチです。

丸い顔に白い髭の小太りサンタのメロンパ
ン。ふわふわの生地にサクサクのクッキー
生地の食感をお楽しみください。

イチゴのあかりのキャンドルケーキ
【ファクトリー・サンドウィッチ・カンパ
ニ―】480 円
ベルギー産チョコレートを使った濃厚ロー
ルケーキに軽いシャンティホイップを合わ
せ、ろうそく仕立てにしています。イチゴ
の酸味がちょうどよいアクセントに。

クリスマスホットココア（スノーマン／サ
ンタ）450 円

スモークチキンセット【マリーナ・スナッ
ク・シャック】850 円

今年のホットココアは生クリームとチョコ
レートホイップの贅沢仕立て。月替わりで
サンタとスノーマンがトッピング。

香ばしいスモークチキンととろーりチーズ
ソースがベストマッチ。サクサクほくほく
のレゴ®ポテトと共にお召し上がりくださ
い。

※価格は全て税込。写真はイメージのため実際の提供と異なる場合があります。

『レゴランド®・ジャパン・ホテル』クリスマス限定フードメニュー

トマトクリームパスタ・鴨肉のローストを
のせて
【スカイライン・バー】1,400 円

アイスティラミス、温かいコーヒーをかけ
て
【スカイライン・バー】700 円

濃厚なトマトクリームパスタにじっくりロ
ーストした鴨肉をトッピングした、冬の贅
沢パスタ。

生姜の風味のビスキュイとアイスマスカル
ポーネクリームのティラミスに、温かいコ
ーヒーをかけてあったか冷たくお召しあが
りください。

クリスマスディーバ
【スカイライン・バー】700 円

レッドシトラスミント
【スカイライン・バー】700 円

サンタジュエル
【スカイライン・バー】920 円

辛めに仕上げたジンジャーエールに浮かぶ
淡雪のようなイチゴがポイントです。お食
事にあう一杯です。

トマトとグレープフルーツの調和をお楽し
みいただけます。最後にミントのさわやか
さをプラスした一杯です。

シソ風味のボタニカルジントニックです。
きゅうりのツリーとリボンが、クリスマス
らしさを感じさせます。

クリスマススペシャルコース

【スカイライン・バー】８,000 円
新鮮な食材をふんだんに味わえるスペシャ
ルコース。メイン料理は地元の食材を使用
した名古屋コーチンか知多牛からお選びい
ただけます。
※12 月限定メニュー。11 月上旬より公式 WEB
サイトにて事前予約受付を開始予定。

※価格は全て税込＋サービス料。写真はイメージのため実際の提供と異なる場合があります。

＜オフィシャル画像ダウンロード URL＞

本リリースに関する画像は、下記 URL よりダウンロードください。

https://bit.ly/3drLDQk

パスワード：legoland（有効期限：2020 年 11 月 13 日まで）

※右記の QR コードからもアクセスいただけます。

