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ラグーナの夏「ウォーターパーク」6月 26日（土）スタート 

7月 22日（木・祝）ナイトプールオープン 

7月下旬に新絶叫アトラクション登場 
 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：小寺 康弘）は、6月 26日（土）

より、今夏のプール営業（ウォーターパーク）をスタートします。また、7月 22日（木・祝）よりラグ

ーナ ナイトプールの営業をスタートします。期間限定での開催イベントとしてフィットネスクラブ

「GOLD’S GYM」とのコラボレーションイベント「マッスルパーク 2021」、プールに入りながら花火を

ご覧いただける「FLAME」などを行ってまいります。7 月下旬には人気アトラクション「アクア ウィ

ンド」がパワーアップし、後ろ向き走行「バックドロップ」が登場いたします。 

 

 

 

 ウォーターパーク   

ラグナシアでは、全長 230mの流れるプール「ウロボロスの河」や最大波高 1mの波の出るプール「ジ

ョイアマーレの浜辺」など全 6 種類のプールが楽しめます。ラグナシア園内のアトラクション、レスト

ラン、ショップは一部を除き、水着でご利用いただけます。 

 

【ウォーターパーク 概要】 
■開催期間：2021年 6月 26日（土）～ 9月 26日（日） 

■場所：ラグーナテンボス ラグナシア 

■料金：下記ご参照ください 

■利用制限：ウォータースライダー「ゼウスの稲妻」は身長 120cm以上の方のみ利用可能 

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

■お客様問い合わせ先：インフォメーションセンター（9:00～16:00） ℡：0570-097117 

 大人 中学生 小学生 幼児（3歳以上） 

プール 3,300円 3,000円 1,650円 1,150円 

プールパスポート 5,400円 5,100円 3,600円 2,850円 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/
https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/summer/index.html
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 ナイトプール  

大人気のラグーナ ナイトプールは、2つのエリアに分けられ、子どもから大人まで楽しめます。大人

専用エリアでは、ラグジュアリーな空間で日焼けを気にせずにプールをお楽しみいただけます。ファミ

リーエリアでは、幅広い年代でナイトプールをお楽しみいただけます。 

 

【ナイトプール 概要】 

■開催期間：2021年 7月 22日（木・祝）～ 8月 31日（火） 

9月 4日（土）、5日（日）、11日（土）、12日（日） 

■開催場所：ラグーナテンボス ラグナシア 

■料金：下記ご参照ください 

■利用制限：「ジョイアマーレの浜辺」は 16歳以上 

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

■お客様問い合わせ先：インフォメーションセンター（9:00～16:00） ℡：0570-097117 

 

 

 マッスルプールパーク 2021  

 昨年も大好評だった株式会社 THINKフィットネス（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：手塚 栄

司）が運営するフィットネスクラブ「GOLD’S GYM」とのコラボレーションイベントを「マッスルプー

ルパーク 2021」として今年も開催いたします。ロサンゼルス ベニスビーチの人気スポット「マッスル

ビーチ」を再現した「ラグーナ マッスルビーチ」で、様々なマッスルアクティビティを体験できます。

8 月 7 日（土）には「海陽ヨットハーバー」にて「マッスルゲート ラグーナテンボス大会」が開催され

ます。 

 

 

【マッスルプールパーク 2021 概要】 

■名称：マッスルプールパーク 2021 

■開催期間：2021年 8月 7日（土）～ 15日（日） 

■開催場所：ラグーナテンボス ラグナシア プールエリア 

■料金：無料 ※別途ラグナシア プールチケットが必要です。 

■公式サイト：https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/2021/muscle/index.html 

■お客様問い合わせ先：インフォメーションセンター（9:00～16:00） ℡：0570-097117 

 大人 中学生 小学生 幼児（3歳以上） 

ナイトプール 1,950円 1,850円 1,100円 800円 

プール＋ナイトプール 3,600円 3,200円 1,850円 1,350円 

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

プール＋ナイトプール 

パスポート 
5,700円 5,300円 3,800円 3,050円 

▲過去のマッスルプールパークの様子 

 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/
https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/summer/index.html
https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/2021/muscle/index.html
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 花火スペクタキュラ「FLAME」  

 ナイトプールに入りながら楽しめる花火ショーです。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をお楽しみいただ

けます。 

 

 

【花火スペクタキュラ「FLAME」概要】 

■名称：花火スペクタキュラ「FLAME（フレイム）」 

■開催期間：2021年 8月 7日（土）～ 15日（日）、21日（土）、22日（日） 

※雨天決行、荒天中止 

※雨天の場合はショーの演出の一部が変更になる場合がございます。 

■開催場所：ラグーナテンボス ラグナシア ルナポルトエリア 

■料金：無料 ※別途ラグナシア入園料が必要です ※有料観覧エリアあり 

■お客様問い合わせ先：インフォメーションセンター（9:00～16:00） ℡：0570-097117 

 

 

 アクア ウィンド バックドロップ   

 ラグナシアの人気アトラクション「アクア ウィンド」に後ろ向きコースター「バックドロップ」が登

場いたします。「アクア ウィンド」は半屋内型のコースとし、巧みなレイアウトと遺跡発掘現場をイメ

ージした演出でスピード感・浮揚感・急カーブというコースターの面白みを凝縮したアトラクションで

す。レールが見えない後ろ向き走行は、これまで以上にスリルと爽快感をお楽しみいただけます。 

 

【アクア ウィンド バックドロップ 概要】 

■オープン日：2021年 7月下旬 

■場所：ラグーナテンボス ラグナシア 

■料金：1回 1人 750円 

※別途ラグナシアへの入園料が必要です 

※パスポートバンド利用可 

■利用制限：身長 130cm以上 
※110cm以上 130cm未満は、中学生以上の保護者同伴 

■お客様問い合わせ先：インフォメーションセンター 

（9:00～16:00） ℡：0570-097117 

 

▲FLAMEの様子 

 

▲アクア ウィンド バックドロップ 

イメージ画像 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/
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【新型コロナウイルス感染・拡散防止対策について】 

 ラグナシアは、お客様に安全に施設をお楽しみいただくため、新型コロナウイルス感染・拡散防止対

策として、下記の事項を徹底しています。 

  

① 2週間以内に風邪、熱の症状（体温 37.5℃以上）がある方の来場は控えていただき、 

ラグナシア入場ゲートでは、サーモグラフィ検査を実施いたします。 

② 施設の入場はマスク着用の方に限ります。（2歳以下のお子さまのマスク着用は任意） 

③ 各施設には消毒液を設置しています。 

  ご入場・ご退場時などに随時利用してください。 

（ラグナシア入園ゲートでは皆様に消毒をお願いしております。） 

④ 従業員は感染予防行動を励行し、体調不良の場合は出社を控えるよう指導しており、 

従業員はマスクを着用しています。 

⑤ 混雑時、入場制限を行う場合がございます。 

⑥ 万が一感染が発覚した場合には保健所等への情報提供を行う場合がございます。 

⑦ 以下に該当する方はご来場をお控えいただくようお願いします。 

＊新型コロナウイルス感染症陽性の方と濃厚接触がある場合 

＊同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

＊過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とされている国、 

地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合 

 

 

 また、プールを営業するにあたり、下記の対策を徹底しています。 

 

 ① 屋内のロッカールーム・更衣室に扇風機を設置・窓を常時開放し、換気を徹底します。 

 ② ロッカールームの利用個数の制限を行います。 

 ③ 混雑緩和のため、ロッカールームのスペースの拡充やロッカールーム以外への 

ロッカーの設置を行います。 

④ 待ち列が生じる可能性があるロッカーカウンター（プールバンド購入などの受付）を 

  屋外へ移動します。 

⑤ 清掃スタッフを増員し、随時消毒を行います。 

 ⑥ 繁忙期には日陰エリアを増設します。 

 ⑦ レンタル品（レンタル浮き輪・ライフジャケット）については都度清掃します。 

 ⑧ ウォータースライダーの待ち列は間隔を空けて並んでいただきます。 

 ⑨ 来園されるお客様に下記事項をお願いします。 

   ・水着を着用して来園いただき、出来る限り更衣室の滞在時間を短縮してください。 

   ・ロッカールーム・更衣室での会話・休憩は控え、速やかに退出ください。 

   ・飲食時や入水時以外はマスクを着用してください。 

   ・日陰エリアは間隔をあけてご利用ください。 

 

本年度は上記対策に加え、光を受けることで抗ウィルス効果のある塗料「光触媒コーティング」をプ

ールロッカーにて実施する予定でございます。お客様に安心してご来園いただけるよう、従業員一同感

染対策に努めてまいります。 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/

