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トミカ・プラレールフェスティバル in ラグーナテンボス 2021 

2021年 7月 22日（木・祝）より開催 

 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：小寺 康弘）は、運営するテー

マパーク「ラグナシア」にて、2021年 7月 22日（木・祝）より、「トミカ・プラレールフェスティバル in 

ラグーナテンボス 2021」を開催します。 

 

 

本イベントでは「はたらくクルマ」や「スポーツカー」などのテーマに沿った「トミカ」が飾られて

いる「トミカバリエーション」や「プラレール」で出来た巨大トンネルのジオラマ「超デカッ！プラレ

ールトンネル」などトミカとプラレールがいっしょに楽しめる展示ゾーンに加え、クリア賞を狙ってお

楽しみいただく「トミカスライダー」、「プラレールあみだくじ」などのアトラクション(有料)も実施い

たします。そのほか、プラレールに自分で好きな色を塗るワークショップ「ホワイトプラレール」や品

揃え充実の「トミカ＆プラレールマーケット」などもお楽しみいただけます。 

 

 トミカ・プラレールフェスティバル in ラグーナテンボス 2021 概要  

  

■開催期間：2021年 7月 22日（木・祝）～ 10月 24日（日） 

■開催場所：ラグーナテンボス ラグナシア セロシアホール 

■料金：3歳以上一律 700円、2歳以下無料 
※0歳～小学生未満のお子様は中学生以上の保護者同伴が必要です。 

※別途ラグナシア入場料が必要です。 

※上記料金には入場記念品を含みます（有料入場者のみ/無料入場の方を除く）。 

※お好きな方をおひとつお選びいただけます。 

※入場記念品は、数に限りがございますので予告なく期間中に変更になる場合がございます。 

※写真はイメージです。デザイン・色等変更になる場合がございます。 

※イベント会場内は時間入替制です。 

■主催：株式会社ラグーナテンボス 

■企画制作：株式会社タカラトミーフィールドテック 

      株式会社ムービック・プロモートサービス 

■公式サイト：https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/2021/tomica-plarail/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 

 

 

© ＴＯＭＹ  「トミカ」「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 

入場記念品  
トミカ「トヨタ パッソ（赤）」 

もしくは 
トミカ「トヨタ パッソ（黄）」 

 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/
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【イベント特別チケット 券売情報】 

■販売種別：トミカ・プラレールフェスティバル イベント特別チケット 
      ※下記料金には入場記念品を含みます(有料入場者のみ/無料入場の方を除く)。 

■販売期間：2021年 7月 9日（金）～ 10月 24日（日） 

■販売場所：ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、ミニストップ 

ラグーナテンボス公式 WEBサイト 

■料金：下記をご参照ください。 

 

券種名 内容 料金 大人 中学生 小学生 
幼児 

(3歳以上) 

トミカ・プラレール 

フェスティバル 

イベント特別入園券 

①ラグナシア入園券 

②イベント入場券 

通常料金 2,950円 2,950円 2,000円 1,500円 

前売料金 2,750円 2,750円 1,800円 1,300円 

トミカ・プラレール 

フェスティバル 

イベント特別 

パスポート 

①ラグナシア入園券  

②イベント入場券 

③ラグナシア 

対象アトラクション利用 

通常料金 5,050円 5,050円 3,950円 3,200円 

前売料金 4,750円 4,750円 3,650円 2,900円 

トミカ・プラレール 

フェスティバル 

イベント特別 

プール付入園券 

①ラグナシア入園券  

②イベント入場券 

③プール利用券 

通常料金 4,000円 3,700円 2,350円 1,850円 

前売料金 3,800円 3,500円 2,150円 1,650円 

トミカ・プラレール 

フェスティバル 

イベント特別 

プール付パスポート 

①ラグナシア入園券  

②イベント入場券 

③プール利用券 

④ラグナシア 

対象アトラクション利用 

通常料金 6,100円 5,800円 4,300円 3,550円 

前売料金 5,800円 5,500円 4,000円 3,250円 

 

 

【イベント内容／展示】 

 

 名称 内容 

① ブロアー車の風を感じてみよう！ ブロアー車から出る風がどれくらい強いか感じてみよう！ 

➁ トミカバリエーション 
たくさんのトミカが展示されているよ！好きなトミカは見つか

るかな？ 

➂ 新幹線の車両基地 車両基地には新幹線が停まっているよ。記念撮影しよう！ 

④ 
小さな踏切が大きくなっちゃっ

た！？ 
大きくなった「小さな踏切」をわたってみよう！ 

⑤ 超デカッ！プラレールトンネル 
超デカッ！なプラレールトンネルが登場！トンネルをくぐって

プラレールを見渡そう！ 

⑥ 新幹線変形ロボ シンカリオン Z 話題の「新幹線変形ロボ シンカリオン Z」を紹介するよ！ 

 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/
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▲➁トミカバリエーション ▲➂新幹線の車両基地 

JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済 

▲⑥新幹線変形ロボ シンカリオン Z 

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所 Z・TX 

▲④小さな踏切が大きくなっちゃった！？ ▲⑤超デカッ！プラレールトンネル 

▲①ブロアー車の風を感じてみよう！ 

※画像はイメージです。 

※イベント内容は一部変更になる場合がございます。 

 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/
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【イベント内容／アトラクション、ワークショップ】 

 名称 内容 

 

ア

ト

ラ

ク

シ

ョ

ン 

① トミカスライダー 
トミカを走らせて、ゴールをめざせ！ 

■料金：1回 500円  

➁ プラレールあみだくじ 

好きなレールを選んでプラレールを走らせよう！ 

うまくゴールにたどりつけるかな？ 

■料金：1回 500円  

➂ プラレールをそろえよう！ 
スロットを回して３つのプラレールをそろえよう！ 

■料金：1回 700円 

ワ
ー
ク 

 
 

シ
ョ
ッ
プ 

ホワイトプラレール 

色をぬったり、絵をかいたりして、自分だけのプラレールをつ

くろう！ 

■料金：1回 1,000円 

※参加時間：20分 ※参加対象：3～12歳(13歳以上参加不可) 

※1入場ごとの参加数に限りがございます。 

ご参加いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。 

※レールはついておりません。※おひとり様１つまでとさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※別途プレイチケット(イベント会場内で販売)が必要となります。 

※画像はイメージです。 

※イベント内容は一部変更になる場合がございます。 

 

 

 

 

 

▲①トミカスライダー ▲➁プラレールあみだくじ 

▲➂プラレールをそろえよう！ 

▲ホワイトプラレール  

※レールはつきません。 
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【トミカ＆プラレールマーケット】 

トミカ、プラレールグッズの販売はもちろん、大人気のイベント記念商品やかわいい雑貨などをバラ

エティ豊かに取り揃え、ショッピングもお楽しみいただけます。 
※イベント記念商品はお一人様 1アイテム 5点までの販売とさせていただきます。 

※商品情報はあくまでも予定です。生産上の都合により直前で変更等の場合もございますので、予めご了承ください。 

※商品在庫は十分に準備しておりますが、万一品切れの際はご容赦ください。 

※レジ袋は一部有料のものがございます。 

※混雑緩和のためトミカ＆プラレールマーケットでの入場制限を行う場合がございます。 

 

 

【イベント入場券付ホテル宿泊プラン】 

ラグナシアに隣接するロボットが働くホテル「変なホテル ラグーナテンボス」では、ラグナシアの入

園券とイベント入場券(入場記念品を含む)がついたお得なプランを販売いたします。 

 

■販売期間：2021年 7月 9日（金）～ 10月 23日（土） 

■宿泊期間：2021年 7月 21日（水）～ 10月 23日（土） 

■公式サイト：https://www.hennnahotel.com/lagunatenbosch/ 

■特典内容：下記ご参照下さい。 

①ラグナシア入園券 1日分 

②ホテル内レストランでの朝食 

③添い寝幼児お子様代金無料  ※1室 2名まで 

④「トミカ・プラレールフェスティバル in ラグーナテンボス 2021」イベント入場券 

 (入場記念品を含む)  
※0歳～2歳のお子様は対象外 

 

 

 

【「トミカ」とは】 

 「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）は 1970 年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャ

スト製ミニカーシリーズとして発売され、2020年に 50周年を迎えました。現在までに累計 1,080種以上

の車種が発売され、累計販売台数は 6 億 9,000 万台を超え、3 世代にわたり愛されています（2021 年 4

月時点）。 

■公式サイト：www.takaratomy.co.jp/products/tomica 

 

【「プラレール」とは】 

「プラレール」（発売元：株式会社タカラトミー） は、2019年に発売 60周年を迎えたロングセラーの

鉄道玩具で、3 世代にわたって愛されているブランドです。「プラレール」の原型は、金属や木の玩具が

主流であった 1959年に、当時の最新素材であったプラスチックの玩具として発売された「プラスチック

汽車・レールセット」です。日本国内ではこれまでに、累計約 1,800種類、1億 7,700万個以上を販売し

ています（2021年 3月末時点）。 

■公式サイト：www.takaratomy.co.jp/products/plarail 

 

▲変なホテル ラグーナテンボス イメージ 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/
https://www.hennnahotel.com/lagunatenbosch/
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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「トミカ・プラレールフェスティバル in ラグーナテンボス 2021」開催にあたり、イベント会場

ではお客様及びスタッフの安全確保のため、以下の事項を徹底しています。 

  

 

①ソーシャルディスタンス 

・お客様間を 2m空けるように徹底。スタッフからの声掛けも実施。 

・待機列に関しては、入場時及びアトラクションコーナーの待機列に 2m間隔のフットマークを貼る。 

  ②会場内滞留人数管理 

  ・最大滞留人数の管理の実施。 

  ③ＣＯＣＯＡ推奨 

  ・ホール入場時にスタッフによる案内チラシの配布。 

  ④対応 

  ・保健所との連携。 

  ⑤検温 

  ・お客様：入場時に検温。37.5℃以上の場合は入場禁止。 

  ・スタッフ：出社時の検温及び健康チェックの実施。 

  ⑥消毒、清掃、換気 

  ・お客様：入場時及び各ツール・展示コーナーにアルコールを設置し、消毒を推奨。 

  ・スタッフ：手洗いと合わせてアルコール消毒を実施。 

  ・会場内展示物・ツール関係：定期消毒、清掃の実施。十分な換気の実施。 

⑦マスクの着用 

  ・お客様：3歳以上のお客様へ着用のお願いを実施。（2歳以下のお子さまのマスク着用は任意） 

  ・スタッフ：全員着用。お客様と接触する可能性のある個所のスタッフは全てマスク・フェイスガ

ード・ビニール手袋の使用を徹底。 

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

