
報道関係者各位  2018 年 5 月 30 日 

プレスリリース                               株式会社ラグーナテンボス 

 

 

＜このリリースに関するお問い合わせ＞ 株式会社ラグーナテンボス（広報担当）近藤・尾﨑・中原 

TEL:0533-58-2761 / FAX:0533-58-2701 / URL:http://www.lagunatenbosch.co.jp 

▲ナイトプール（2017 年の様子） ▲キッズウォーターパーク ※写真はイメージ 

ラグーナのプール 6/30（土）オープン 

日本最大級の海上ウォーターパーク新登場！ 
ナイトプールエリア拡大＆キッズプール充実！ 

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、6 月 30 日（土）より、

今夏のプール営業を始めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は従来のプールに加え、「海上ウォーターパーク」が新登場します。「海上ウォーターパーク」は夏の大人

気エリア「ビーチパーク」に併設する、40m×60ｍの日本最大級の海上アスレチックです。海上ならではのスケ

ールとロケーションで、大人も子どもも楽しめます。 

また、ラグナシアの子ども用プール「やどかりさんの海」には、キッズ専用水上アスレチック「キッズウォー

ターパーク」が新登場します。 

昨年大好評だった「Night Pool（ナイトプール）」はエリアを拡大します。大人限定のエリアの他に、子ども

が入水できるエリアが登場し、家族でも 1 日中プールを楽しめます。また、プールに入りながら楽しめるナイト

プール限定花火ショー「FLAME（フレイム）」がナイトプールを盛り上げます。 

 

 

 

 

 

▲海上ウォーターパーク ※写真はイメージ 
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＜プール概要＞ 

【ラグナシア プール】 

 ■内容：ラグナシアのプールには、従来のプールに加え、「キッズウォーターパーク」が新登場します。子ど

も用プール「やどかりさんの海」に、キッズ専用水上アスレチックを設置し、10m×10ｍの「青の洞

窟」プールの中に、ライバルと得点を競い合う、日本初のフロート型インタラクティブアトラクショ

ンを設置します。他にも日本最大級の波高 1m のプールや全長約 230m の流れるプール、全長 100m

のスライダーなどが楽しめます。 

 

■期間：6/30（土）～ 9/25（火） 

 ■場所：ラグーナテンボス ラグナシア 

■時間：10:00～17:00 ※時期・曜日・エリアにより異なる 

■料金： 

 

 

 

     

     ※料金にはラグナシア入園料が含まれます。 

 

■公式サイト：http://www.lagunatenbosch.co.jp/event/summer/index.html 

■お客様お問い合わせ先：ラグーナテンボス インフォメーションセンター 0570-097117（9:00～17:30） 

 

 

 

 

 

 

 

料金表 大人 中学生 小学生 幼児 

プール付き入園券 3,300 円 3,000 円 1,650 円 1,150 円 

プール付きパスポート 5,400 円 5,100 円 3,600 円 2,850 円 

▲キッズウォーターパーク ※写真はイメージ 
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【新登場！海上ウォーターパーク】 

■内容：ラグーナビーチ海上に日本最大級 40m×60m のアスレチックが新登場します。足元が不安定な様々

な形のフロートを登ったり、飛び越えたりと、海上ならではのスリルを味わうことができ、大人から

子どもまで楽しめます。 

■期間：7/14（土）～ 7/16（月）、7/21（土）～ 9/2（日） 

■場所：ラグーナビーチ海上 

■時間：11:00～17:00 ※日時・曜日により異なる  

    ※時間ごとの入れ替え制（利用時間は現地にて先着受付順） 

 ※天候により中断・中止する場合あり 

 

■利用制限：・10 歳以上（小学生までは保護者の同意・同伴が必要） 

・利用者は同意書への署名が必要 

・ライフジャケット及び水着着用 

※ライフジャケットは会場にて貸出 

■料金： 

海上ウォーターパーク利用料金 料金（一律） 

プール付き入園券 利用者 600 円 

プール付きパスポート 利用者 500 円 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【ラグーナ ビーチパーク】 

 ■内容：ラグーナビーチにある人気エリア「ビーチパーク」は今年も登場。専用の浮輪で滑る 100m の超ロン

グスライダー「ビーチハイウェイ」や高さ 15m の「キングスライダー」など巨大なエア遊具が楽し

めます。 

■期間：7/14（土）～ 7/16（月）、7/21（土）～ 8/26（日） 

 ■場所：ラグーナビーチ（大塚海浜緑地）/  愛知県蒲郡市海陽町 2 丁目 39 番 

 ■時間：11:00～17:00 ※日時・曜日により異なる ※天候により中断・中止する場合あり 

 ■料金：ラグナシア プール料金にて利用可 

▲海上ウォーターパーク ※写真はイメージ 
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【Night Pool（ナイトプール）】 

 ■内容：夜のプールが幻想的にライトアップされ、日焼けを気にせずにリゾート感を味わえます。今年はナイ

トプールエリアが拡大し、大人限定プールの他に、子どもも入水出来るエリアが登場し、家族でナイ

トプールを楽しめます。また、昨年大好評だった LAGUNA POOL PARTY（ラグーナ プールパーテ

ィ）も開催。人気クラブとコラボしてナイトプールを盛り上げます。 

  

■ナイトプール期間：7/7（土）、7/14（土）、7/15（日）、7/21（土）～ 9/1（土） 

           9/8（土）、9/15（土）、9/16（日）、9/22（土）、9/23（日） 

  

■プールパーティ開催日：7/14（土）、7/15（日）、7/21（土）、7/28（土） 

9/1（土）、9/8（土）、9/15（土）、9/22（土） 計 8 日間 

  

■場所：ラグナシア ジョイアマ―レの浜辺・ルナポルト・セイレーンの泉 

 ■時間：18:00～22:00 ※時期・曜日により異なる 

 ■料金： 

ナイトプール料金表 大人 中学生 小学生 幼児 

ナイトプール付き入園券 1,950 円 1,850 円 1,100 円 800 円 

プール・ナイトプール付き入園券 3,600 円 3,200 円 1,850 円 1,350 円 

ナイトプール付きパスポート 3,650 円 3,550 円 2,450 円 1,850 円 

プール・ナイトプール付きパスポート 5,700 円 5,300 円 3,800 円 3,050 円 

   ※料金にはラグナシア入園料が含まれています。 ※時期により料金が異なる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲2017 年ナイトプールの様子 ▲2017 年プールパーティの様子 
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※2018 年 2 月 1 日現在 

＜花火ショー概要＞ 

【新登場！ナイトプール限定 花火スペクタキュラ FLAME（フレイム）】 

 ■内容：ナイトプールに入りながら楽しめる新登場の花火ショーです。夜空を彩る壮大な花火、テクノとロッ

クが融合したサウンド、そして照明・噴水・レーザーのショーエフェクトのコラボレーションがナイ

トプールをさらに盛り上げます。 

■期間：7/14（土）、7/15（日）、7/21（土）、7/28（土）～ 8/26（日） 

9/15（土）、9/16（日）、9/22（土）、9/23（日） 

 ■観覧場所：ラグナシア ルナポルト周辺 

 ■時間：20:30～（10 分間） 

※プールパーティ開催日は 20:45～ （10 分間） 

 

 

 

 

＜ラグーナ 夏キャンペーン イメージキャラクター＞ 

ラグーナのプールの魅力をより多くのお客様に知っていただく事を目的に、ラグーナテンボスのイメージキャ

ラクターとして、アイドルグループ SKE48（※）を起用します。名古屋・栄を本拠地にアイドルグループとし

て活動し、幅広い世代から支持のある SKE48 を、テレビ CM をはじめ、雑誌広告や WEB 広告などの広告活動

に起用することで、家族全員で明るく元気に楽しめるラグーナテンボスのプールのイメージを強化致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※SKE48 プロフィール：東京・秋葉原を拠点に活動する AKB48 の全国進出第一弾として、2008 年 7 月に、名古屋・栄に誕生

したアイドルグループ。本拠地の栄（SAKAE）の頭文字から SKE48 と命名される。のちに日本全国、そして世界に展開される

48 プロジェクトの先駆けとなった。 

名古屋の栄に建つ観覧車がシンボルのエンターテインメント発信ビルSUNSHINE SAKAEの2階にあるSKE48劇場（SKE48 

THEATER）で、歌とダンス・トークから構成される約 2 時間の公演を S・KⅡ・E の各チームと研究生で定期的に開催してい

る。 

▲FLAME ※写真はイメージ 

▲SKE48 


