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2015 年 10 月 2 日
株式会社ラグーナテンボス

～「史上最光の冬ラグーナ」
史上最光の冬ラグーナ」始まる ～
新エリア登場・日本初を含む
新エリア登場・日本初を含む 3 大マッピング・
大マッピング・3 大イルミネーション
11 月 3 日（祝・火）より順次開催！
株式会社ラグーナテンボス（所在地：愛知県蒲郡市、代表取締役社長 巽 泰弘）は、テーマパーク「ラグナシア」に
て 11 月 3 日（祝・火）より冬季イベント「史上最光の冬ラグーナ」を開催致します。
（2016 年 2 月 29 日まで※予定）
既存エリアの西側に約 5,000 ㎡の敷地を拡張し、日本初となる「カーアクションマッピング・AMAZE（アメイズ）
」
、
「シ
ンボルツリーとランタンイルミネーション 光の草原」
、この新エリアへ続く橋に施したアーチ型イルミネーション「幸
運のレインボーアーチ」などの新たなコンテンツが誕生いたします。また既存エリアではプールを活用した水上イルミ
ネーション「スノープラネット」
、昨年から開始した「360°3D マッピング」
、そして「ウォーターマッピングショー」
は一部演出を強化し実施致します。
ラグーナテンボスの更なる進化の象徴であるこの 3 大マッピングと 3 大イルミネーションで、皆様に驚きと感動をお
届けします。
※画像はすべてイメージです。
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＜主なイベント＞
３大イルミネーション

内 容

【NEW】
NEW】
100 万球のイルミネーションアーチ
幸運のレインボーアーチ

新エリアへ向かう連絡橋にアーチ状のイルミネーションを設置します。１２基100 万球を超えるボリュームは
日本随一のイルミネーションアーチです。お客様をこの橋から新エリアの幻想的な世界へと誘います。
■時間 17：00～ ■場所 新エリア

【NEW】
NEW】
シンボルツリーと
シンボルツリーと
ランタンイルミネーション
光の草原
【NEW】
NEW】
水上イルミネーション
水上イルミネーション
スノープラネット

新エリアの象徴であるシンボルツリー（高さ 10m、直径 13m）を囲む芝生広場に、草原の爽やかな風を想像
させる個性的なランタン約 3,000 個を配置した幻想的なイルミネーションです。
＊音楽に合わせてイルミネーションの光が変化する演出も行います。（時間は現地でご確認ください）
■時間 17：00～ ■場所 新エリア
ラグナシアで人気の波プールの水面一面に（奥行約 80ｍ、幅約 65ｍ）ブルーとホワイトのイルミネーション
を敷き詰め光の海を作りだします。さらにその上には直径 12m、高さ 6m の雪の結晶が輝くドームオブジェ
が登場します。水上に渡した橋を通り、ドームの中から約 60 万球の輝きをご覧いただけます。
＊音楽に合わせてイルミネーションの光が変化する演出も行います。（時間は現地でご確認ください）
■時間 17：00～ ■場所 ジョイアマーレの浜辺

３大マッピング
【NEW】
NEW】
カーアクションマッピング
AMAZE（アメイズ）
AMAZE（アメイズ）
360°
360°3Ｄマッピング
La Luz（ラルース）
Luz（ラルース）
＊スペイン語で「光」

内 容
バハムートの神殿の壁面（高さ 14m、幅 33m）をレクサスＲＣが疾走するマッピングです。壁面に配置し稼動
させた実車に、プロジェクションマッピングを投影する演出は日本初登場です。壮大なスケールの世界を猛
スピードで駆け抜ける疾走感と迫力あるダイナミックな映像をお楽しみください。
■時間 17:30 18:00 19:00 20:00（約 7 分間） ■場所 新エリア ※11/14（土）より開始致します。
11/14（土）より開始致します。
日本初の 360°で繰り広げられる 3Ｄマッピング。ゼフィロス広場の壁４面を使って「光」をテーマとしたリア
ルでダイナミックな世界を演出致します。まるで星座が目の前に浮かんでいるかのようなファンタジーなワ
ンシーンを始め、不思議な空間が広がる 7 分間をお楽しみください。
■上演回数 1 日 2～3 回 ※日により異なる（約 7 分間） ■場所 ゼフィロス広場

der GEIST（ダ―ガイスト）
GEIST（ダ―ガイスト）
＊ドイツ語で「幽霊」「魂」

ハロウィーン限定のマッピングが好評により、延長公演決定（一部内容変更予定）。亡霊などをモチーフとし
た不気味さ漂う世界を演出致します。妖しくて美しい、不思議な空間をお楽しみください。
■上演回数 1 日 2～3 回 ※日により異なる（約 7 分間） ■場所 ゼフィロス広場

【RENEWAL】
RENEWAL】
ウォーターマッピングショー
AGUA（アグア）
AGUA（アグア）
＊スペイン語で「水」

夏はプールとして賑わうセンタープールの水面をスクリーンにするウォーターマッピングを日本で初めて取
り入れた、ショーキャストも登場する本格的なイリュージョンショー。本年はウォーターマッピングの投影面
積を広げ、これまで以上にマッピングの映像美を堪能頂けます。
■時間 18：40 20：40 （約 15 分間） ■場所 ルナポルト

その他
イルミネーション
光の森
【クリスマス限定】
花火スペクタキュラ
ラ・レーヴ・デ・ノエル

内 容
クリスマスの象徴である高さ約10m の「メインクリスマスツリー」を中心に、大小さまざまなツリーが集合した
「光の森」。
■時間 17：00～ ■場所 ジョイアマーレの浜辺
夜空を彩る壮大な花火、巨大スクリーンに映し出される映像、噴水や炎などのショーエフェクト、そしてイル
ミネーション衣装を身にまとったショーキャストのパフォーマンスがコラボレーションする、ラグナシアでしか
見られないクリスマス限定の花火ショー。
■時間 19：40（約 15 分間） ■場所 ルナポルト周辺
■期間 11/3、11/14～12/20 の土日祝、12/23～12/30 の毎日(合計 22 日間)
＊11/3 は一部内容が異なります。

【クリスマス限定】
イルミネーション点灯式
ライトアップセレモニー

キャラクター達とともにイルミネーションを灯す感動の点灯式。
■時間 毎日 16：45（約 25 分間） ■場所 ジョイアマーレの浜辺
■期間 11/14～12/25

【クリスマス限定】
クリスマス限定】
ミュージカルダンスショー
ホーリー クリスマス

華麗なダンスとクリスマスならではの心温まるストーリーが楽しめる、期間限定の本格的なミュージカルダ
ンスショー。
■時間 13：30 15：30（約 25 分間） ■場所 宮殿ステージ
■期間 11/14～12/30

＊時間など上記内容は、天候その他の事情により、中止・変更になる場合がございます。

【営業時間】
10：00～22：00（11/3～12/30 まで。以降は公式サイトにて公開）
営業時間】 ラグナシア
【料金】
料金】
入園券
大人（中学生以上）2,150 円、小学生 1,200 円、幼児（3 歳以上） 700 円
パスポート
大人（中学生以上）4,100 円、小学生 3,000 円、幼児（3 歳以上）2,250 円
【お客様問い合わせ先】インフォメーションセンター（9:00～17:30）／
ＴＥＬ ：０５３３－５８－２７００
【お客様問い合わせ先】
【公式サイト】
http://www.lagunatenbosch.co.jp/
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