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パーク全体を舞台とした体験型シーズナルイベント「レゴランド®ゲームズ 2021」

この夏、レゴランドで雪が降る！？超（スーパー）クールな水遊び体験を！
“迷路・水・アスレチック” がテーマのウォータープレイエリアが新登場

『ブラック・ビアの挑戦状 海賊島からの大脱出！』 7 月 16 日（金）より開催

今年も、名古屋に暑い夏がやってきます。『レゴランド®・ジャパン・リゾート』はそんな暑さを吹き飛ばす“超（スーパー）
クール”な「レゴランドゲームズ 2021 ～サマー～」を 7 月 16 日（金）から 8 月 31 日（火）まで開催します。
今年 3 月に誕生した「レゴランドゲームズ 2021」は、子どもたちの無限の可能性を引き出し、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られるように作られた体験型アクティビティとして季節ごとに開催します。待望のサマ
ーシーズンは、迷路と水とアスレチックをテーマにした親子で楽しめる脱出アクティビティ『ブラック・ビアの挑戦状 海賊島から
の大脱出！』です。『レゴランド ®・ジャパン』全体が冒険の舞台となり、迷路やアスレチックをクリアするための思考力や
自発的にチャレンジする勇気を育みます。
『ブラック・ビアの挑戦状 海賊島からの大脱出！』（セット商品付き参加キット 1,200 円／参加キット 500 円）は、
迷路が記された海賊島の地図を解きながら、海や水をテーマにした 6 つのアトラクションと、新ウォータープレイエリア「ウォー
ター・メイズ」を舞台に、合計 7 つのアトラクションから３つを体験して得られるヒントをもとに、この迷路からの脱出に挑んで
いただきます。見事、ゴールにたどり着くと、ブラック・ビア海賊団の仲間の証として、限定ファクトリーブロック（期間中 2 種
類を展開）をプレゼント。家族で楽しめる、びしょぬれ必須のアクティビティとしてお届けします。

そして今回、“超（スーパー）クール”に期間限定で登場するのは 500 ㎡を超える
広大な新エリア「ウォーター・メイズ」（要水着着用）です。小さなお子さまも楽しめるよ
うに水深 30cm の設計とし、安心・安全な水遊び環境をご提供。また、この夏、名古
屋の“超（スーパー）クール体験”として、ウォーターキャノンから発射される豪快な水し
ぶきに加え、本物の雪まで降ってくるという、夏なのに冬のようなひんやりサプライズ演出
も。さらに開催を記念して、子どもたちが大好きなお肉メニューを海賊気分でワイルドに
かぶりつく、見た目も豪快なフードメニューが登場します。シャリシャリのフラッペやアイス、
スッキリしたのどごしの炭酸ドリンクに、マンゴーなど季節のフルーツをカラフルにトッピング
したスイーツメニューもバリエーション豊富にご用意。見た目も涼しくインパクト間違いな
しの夏限定メニューとともに、名古屋の暑い夏に負けない最高に“超（スーパー）クー
ル”な時間をお楽しみください。この夏は、地元・東海地方にお住いの皆さま限定の
お得なホームタウン 1DAY パスポートキャンペーンも開催します。
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レゴランドゲームズ 2021 ～サマー～
『ブラック・ビアの挑戦状 海賊島からの大脱出！』 開催概要
＜イベントストーリー＞
レゴランド・ジャパンに届いた一通の手紙。そこには…
おいーっす！暑い夏こそ海だ！海といえば海賊だ！海賊とくればお宝に冒険だ！
おれたちの海賊島へ冒険に来い！

大海賊団キャプテン ブラック・ビアより

海賊島「ヴァシランド(=VACILANDO)」へようこそ！ここは、海賊団の大切な宝が
隠されている冒険の島。一度入ったら出ることができないといわれている海賊島だ。
涼しく楽しく、ドキドキワクワクしちゃう７つの冒険に挑み、ブラック・ビア海賊団の宝箱を
見つけだし、海賊島からの脱出にチャレンジだ！
【期

間】

2021 年 7 月 16 日（金）～8 月 31 日（火）

【内

容】

海や水をテーマにした 7 つのアトラクションの中から 3 つを体験して得られるヒントをもとに、ブラック・ビア
からの挑戦状（リーフレット型）に記された迷路からの脱出に挑みます。ゴールにたどり着き合言葉を
伝えるとブラック・ビア海賊団の仲間の証（限定ファクトリーブロック、期間中 2 種類）をプレゼント。
さらに、本イベントに合わせてレゴランド・ジャパンに新たな公式キャラクターが登場します。

名称

セット商品付き参加キット

参加キット

税込料金

1,200 円（パーク入場料は別途）

500 円（パーク入場料は別途）

内 容

・ウォーター・メイズ入場確約（Web 購入分のみ）
・海賊島の地図
・限定デザインミニうちわ（7 種より 1 つランダム配布）
・キャラクターカード 1 枚（ランダム配布）
・限定ファクトリーブロック
・ポップバッジ付きタンブラー
・セット商品（ミストボトル 5 種 or タオル 8 種よりどれか１つ）

・ウォーター・メイズ入場確約（Web 購入分のみ）
・海賊島の地図
・限定デザインミニうちわ（7 種より 1 つランダム配布）
・キャラクターカード 1 枚（ランダム配布）
・限定ファクトリーブロック

販売場所

事前 WEB 購入またはパーク内特設販売カウンター

事前 WEB 購入またはパーク内特設販売カウンター

＜TOPICS＞ 本物の雪が舞い散る！新アトラクション「ウォーター・メイズ」が夏限定で登場！
“迷路”をテーマにした期間限定の新アトラクション「ウォーター・メイズ」
が今夏に初登場。500 ㎡以上に及ぶ広大なアスレチック要素を取
り入れたウォータープレイエリア （要水着着用）で、小さなお子さまも
楽しめるように水深 30cm に設定し、安全面を重視した設計です。
“いま、ここでしかできない超（スーパー）クール体験”をコンセプトに
雪や水が降ってくるなど、『レゴランド・ジャパン』でしか体験できない
最高の夏の思い出を作ってください。

※イメージ画

※対象年齢：4 歳以上。6 歳未満のお子さまには大人の付き添いが必要です。

＜TOPICS＞ ワイルドな海賊メニュー＆スーパークールなスイーツをバリエーション豊富にご用意
海賊気分でワイルドに食べつくすお肉メニューや、季節の食材をふんだんに使用した親子で楽しめる夏メニュー
見た目も涼しくインパクトのあるクールなスイーツメニューなど計 27 種を期間限定でご用意。
◎夏野菜ブラックカレーバーガーセット：1,650 円
◎プレミアム海賊おやこドッグセット：1,000 円
◎海賊の宴セット：2,500 円
◎ブラック・ビアのぐるぐるソーセージカレーセット：2,200 円
◎淡雪フラッペ ブラック・ビア、バディ、レベッカ：各 550 円
◎ブリックフラッペ ブルーハワイ、いちご：各 700 円
◎ベリーベリーパイナップルコーク、フレッシュ＆コーク、オレンジ＆コーク：各 700 円 (ホテルのみ)
その他、6 レストラン・スタンド・カートにて様々な季節のメニューを取り揃えています。
※各メニューの販売期間についてはホームページでご確認ください。

＜海や水をテーマにした“びしょぬれ”必須※の 6 つの対象アトラクション＞ ※サブマリン・アドベンチャーは水濡れなし
◎スプラッシュ・パッド

◎コースト・ガード・エイチキュー

水深 10cm なので小さなお子さまも
安全して遊ぶことができます。すべり
台やシャワー、大量の水が頭上から
降ってくるバケツなど、水遊びの楽し
い仕掛けがたくさん！暑い日にぴった
りのアトラクションです。

レゴブロックの形をしたモーターボート
にのって水上をパトロール。アクセルを
踏んで前進させたら、障害物を上手
によけながら水路を進もう。途中でレ
ゴの動物たちがびっくりさせようと待ち
構えているので気をつけて！

◎レスキュー・アカデミー

◎スプラッシュ・バトル

消防車で現場にかけつけたら、ポン
プを漕いで燃えるビルに向かって消火
しよう。消火活動で大切になるのは
体力とチームワーク。家族やお友達
と協力して燃えているビルの火をでき
るだけはやく消し去ろう！

サメや海賊が待ち受けている海を海
賊船にのって進もう！船についている
水鉄砲で他の船に乗っているゲスト
や船に積まれている宝箱を狙って命
中させよう。敵の船と陸の両方から
容赦なく攻撃が降り注ぐので注意。

◎スクイッド・サーファー

◎サブマリン・アドベンチャー

ジェットボートが動き出したら、ハンド
ルをうまく操縦して発射される海底ボ
ムからすばやく身をかわそう。ぐるぐる
回るジェットボートからも水しぶきが上
がります。びしょ濡れ覚悟で乗り込も
う！ ※全身ドライヤー（300 円）あり

潜水艦に乗り込み、ダイバーの一員
になって海底を探検！80 種類、
2,000 匹以上の本物の魚が泳ぐ姿
を楽しむことができます。レゴブロック
で作られた古代遺跡や宝箱にも注
目して海底を観察してみてね。

＜関連キャンペーン：新アトラクション「ウォーター・メイズ」超（スーパー）クールな先行体験会 開催＞
プレミアムまたはスタンダードの年間パスポートをお持ちの方の中から先着で 1 日最大 200 名様を「ウォーター・メイズ」の先行体
験会にご招待するキャンペーンを 7 月に開催。応募は公式サイト（https://www.legoland.jp/）にて 6 月 22 日（火）
より開始します。この夏の“超（スーパー）クールなレゴランド”を一足先に体験してください。

＜関連キャンペーン：東海 4 県限定 ホームタウン１DAY パスポート 販売決定＞
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 6 月 25 日（金）から販売開始します。
7 月 3 日（土）～8 月 31 日（火）までの対象期間にご来場いただくお客様は、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）に購入できます。

＜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。

