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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）の運営するテーマ

パーク「ラグナシア」は来たる 2022年 4月 25日（月）に開業 20周年を迎えます。現在開催中のアニ

バーサリーイベントの第 2弾として、春に開催予定のイベント情報を公開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ラグーナ 20周年アニバーサリー 概要  

◆期間：2021年 10月 23日（土）～2022年 9月 30日（金） 

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

◆公式サイト：https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/2021/20th/index.html 

 

 ラグーナ開業 20周年 
アニバーサリーイベント 第 2弾  

人気 TVアニメとのタイアップイベントや新アトラクション登場など 
春もアニバーサリーイベントをゾクゾクと開催！ 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/
https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/2021/20th/index.html
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▲水上アスレチック「ハラハラ櫓」 

 

 

ラグーナ 20周年アニバーサリー 第二弾 イベントスケジュール 
 

 TVアニメ タイアップイベント  

ラグーナテンボス×TVアニメ『東京リベンジャーズ』 

東京卍會
まんじかい

決起集会 in ラグーナテンボス 

2022年 3月 19日（土）スタート 
 

TVアニメ『東京リベンジャーズ』とのタイアップイベントを

開催します。アニメの世界観を体験できるメインアトラクション

「迷路上等 タケミチの誓い」のほか、イベントオリジナルのミ

ニキャラが登場する園内周遊シールラリー「行くぞ東卍
とーまん

！トレジ

ャーハント！！～オレらの宝を探せ～」、園内でのコラボメニュー

の提供、イベント限定オリジナルグッズの販売を予定しています。 
 

◆名称：ラグーナテンボス×TVアニメ『東京リベンジャーズ』 

東京卍會
まんじかい

決起集会 in ラグーナテンボス  

◆時間：開園 ～ 閉園（アトラクション最終受付：閉園１時間前） 

◆期間：2022年 3月 19日（土）～ 6月 19日（日） 

◆場所：ラグーナテンボス ラグナシア園内 

◆料金：内容により異なる 

【迷路上等 タケミチの誓い】1人 1回 600円 

【行くぞ東卍
とーまん

！トレジャーハント！！～オレらの宝を探せ～（シールラリー）】1人 1回 500円 
※別途ラグナシア入園料が必要 

◆公式サイト：https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/toman/index.html 

◆公式 Twitter：https://twitter.com/laguna_toman 

 
 

 アトラクション  

変な森 水上アドベンチャー「ハラハラ 櫓
やぐら

」 

2022年 4月 23日（土）オープン  
  

2021年 3月にオープンしたアスレチックパーク「変な森」に、新たなアスレチックが登場します。水

上アドベンチャー「ハラハラ櫓」は約 100個のブロックから構成されたコースの中に、バランス感覚が

試される 14種類のアイテムを取り入れたアスレチックアトラクションです。水の上を渡るハラハラ、ド

キドキのスリルをお楽しみください。 
 

◆名称：水上アドベンチャー「ハラハラ 櫓
やぐら

」 

◆オープン日：2022年 4月 23日（土） 

◆場所：ラグーナテンボス ラグナシア 「変な森」内 

◆料金：1人 1回 500円  
※別途ラグナシア入園料が必要  

※パスポートバンド利用可 

◆利用制限：小学生以上 
※サンダルやヒールなど運動に適さない靴は利用不可 

※雨天の場合、運営見合わせ 

 

 

©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 

※開催内容が変更になる場合があります。 ※画像はイメージです。 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/
https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/toman/index.html
https://twitter.com/laguna_toman


報道関係者 各位                                2022年 2月 3日 

プレスリリース（No.2）                        株式会社ラグーナテンボス 

＜報道関係者 お問い合わせ先＞ 株式会社ラグーナテンボス（広報担当）近藤・中川・尾﨑 

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

 ラグーナ 20周年記念イベント  

ラグーナ 20周年記念 スペシャルサンクス 3DAYS 

2022年 4月 23日（土）～25日(月) 

ラグナシアの開業日“4月 25日”を含む 3日間で、ご来場の皆様にお楽しみいただける特別なイベン

トを実施します。 

 

①花火スペクタキュラ「ミスティノーチェ」 

20thアニバーサリー スペシャル ver. 

  ラグナシアで大人気の花火スペクタキュラ「ミスティノーチ

ェ」を 20th アニバーサリー スペシャル ver.でお届けします。 

 三河地区の伝統と最新のショーエフェクトが融合した「ミニ手筒

花火」、そして更にパワーアップした「ミスティノーチェ」と、

20周年を迎えた「ラグナシア」が皆様への感謝の気持ちを込め

て行う、この日限りスペシャル花火スペクタキュラです。 

◆開催日：2022年 4月 23日（土） 

      ※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。 

 ◆時間：19：50～（約 20分間） 

◆料金：観覧無料 ※別途ラグナシア入園料が必要 ※有料観覧エリアあり 

 ◆場所：ラグーナテンボス ラグナシア ルナポルトエリア 

 ◆公式サイト：https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/rg/hanabi/index.html 

 

②熱気球体験搭乗 

  大型熱気球に乗って、ラグナシアや三河湾を上空から眺めるこ

とができます。普段見ることのできない 360°の大パノラマの景

色をお楽しみください。 

 ◆開催日：2022年 4月 23日（土） 

 ◆時間：8：00 ～11：00、12：00 ～14：00 
     ※1回の体験時間は乗り降りも含めて約 6分です。 

      ※天候により運行時間が変更になる場合があります。 

 ◆料金：下記をご参照ください。 

 ◆場所：ラグーナテンボス ラグナシア ジョイアマーレの浜辺 
 

  ≪熱気球体験付チケット 券売情報≫ 

  販売期間：2022年 2月 3日（木）～4月 22日（金） 
       ※販売枚数に達し次第終了となります。 

  販売場所：ラグーナテンボス公式サイト 

  公式サイト：https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/2022/kikyu/index.html 

   料金： 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

▲花火スペクタキュラ「ミスティノーチェ」 

▲熱気球体験搭乗の様子 

券種 内容 
大人 

(中学生以上) 
小学生 

幼児 

(3歳以上) 

熱気球体験付 

入園券 

①入園券 

②熱気球体験搭乗 
3,550円 2,000円 1,300円 

熱気球体験付 

パスポート 

①入園券 

②対象アトラクション利用 

③熱気球体験搭乗 

5,800円 4,100円 3,000円 

※熱気球体験搭乗は時間指定制です。 

※天候により不催行になった場合、大人 1,000円分、小学生・幼児 500円分のラグナシアクーポンを 
お渡しします。 

※開催内容が変更になる場合があります。 ※画像はイメージです。 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/
https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/rg/hanabi/index.html
https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/2022/kikyu/index.html
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③ラグーナ 20周年アニバーサリー パスポート特別価格 

  開業 20周年を記念して、対象アトラクションをフリーで利用できる「パスポート」券種を 1日限

定の特別価格で販売します。 

 ◆開催日：2022年 4月 25日（月） 

 ◆販売場所：ラグーナテンボス ラグナシア チケットブース 

 ◆料金： 

 

 

 

 

 

 
④ラグーナ 20周年記念ピンズ プレゼント 

  ラグーナ 20周年アニバーサリーのロゴとラグナシアのキャラク

ター「ガトー」がデザインされたピンズを限定 3,000名様にプレゼ

ントします。 

  ◆開催期間：2022年 4月 23日（土）～25日（月） 

  ◆内容：期間中にラグナシアへご入園されたお客様、 

各日先着 1,000名様にピンズをプレゼント。 
      ※各日配布予定数に達し次第終了となります。 

  ◆配布場所：ラグーナテンボス ラグナシア 改札 

 

 

 

 

 

 

【新型コロナウイルス感染・拡散防止対策について】 

 株式会社ラグーナテンボスは、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 施設の入園はマスク着用の方に限ります。 

③ ラグーナテンボス内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。 

（ラグナシア入場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、 

マスクを着用しています。 

⑤ ラグーナテンボス内各施設では混雑時、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 

券種 内容 
大人 

(中学生以上) 
小学生 

幼児 

(3歳以上) 

パスポート 
①入園券 

②対象アトラクション利用 
2,000円 1,700円 1,400円 

 

▲ラグーナ 20周年記念ピンズデザイン 

 

※開催内容が変更になる場合があります。 ※画像はイメージです。 

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

