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2020 年夏、ウォーターパーク新時代到来！！
本物(リアル)を体感せよ！海のテーマパーク「ラグナシア」（愛知県蒲郡市）に
世界のゴールドジムのマッスルプールパークが期間限定オープン！
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
ーマパークの「ラグナシア」にて 8 月 1 日（土）より、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」とコラボレ
ーションし、「マッスルプールパーク 2020」を開催します。

本イベントは、アメリカ ロサンゼルスにあるベニスビーチの人気スポット「マッスルビーチ」を再現
し、14 種類のマッスルアクティビティを使って、ゴールドジムの名物トレーナーに楽しく体づくりを学
べたり、力自慢を競うマッスルゲーム チャレンジ CUP に参加出来たり、筋肉芸人のお宮の松さんとジ
ャスティス岩倉さんの登場するライブパフォーマンスを楽しめる筋肉もりもりマッスルイベントです。
子どもたちにも体を動かす楽しさを知ってもらうために「親子マッスルトレーニング教室」も毎日開催
します。
さらに、週末にはマッスルボディのレジェンド達がラグナシアでスペシャルライブパフォーマンスを
開催します。8 月 15 日（土）には新日本プロレスのエース 棚橋弘至選手が登場し、ステージを盛り上
げます。さらに、8 月 9 日（日）はシークレットゲストとして、伝説の世界チャンピオンも登場します。
筋肉自慢の大人はもちろん、世界チャンピオンや超一流のボディビルダーと触れあったり、体づくりを
学べたりと、大人も子どもも一緒になって楽しめるイベントです。
【イベント概要】
◆名称：マッスルプールパーク 2020
◆期間：2020 年 8 月 1 日（土）～ 8 月 16 日（日）
◆時間：10:00 ～ 17:00
◆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/summer/muscle/index.html
◆主催：株式会社ラグーナテンボス
◆共催：中日新聞社
◆後援：GOLD’S GYM（株式会社 THINK フィットネス）、テレビ愛知株式会社
◆協賛：コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社、キリンビール株式会社
◆協力：公益社団法人 日本ボディビル・フィットネス連盟
◆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（受付時間 9：00～16：00）
＜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・中原
TEL：0533-58-2761 ／ FAX：0533-58-2701 ／ URL：https://www.lagunatenbosch.co.jp/
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【イベント詳細】
≪ライブパフォーマンス≫

期間中毎日、お笑い芸人のお宮の松さんとジ
ャスティス岩倉さんの楽しいマッスルライブ
パフォーマンスを開催します。筋肉芸人と一
緒に楽しい時間を過ごそう！
◆時間： 午前の部 11:00～11:15
午後の部 13:00～13:15
お宮の松

ジャスティス岩倉

≪親子マッスルトレーニング教室≫
期間中毎日、
「からだづくり」を知り尽くしたゴールドジムの名物トレーナーがゴールドジム
式のトレーニングをレクチャーします。体の仕組みを学んで親子で体を動かす楽しさを体験
しよう！
★参加者にはプロテインセット他、素敵なプレゼントを進呈します！
◆時間： 13:30～14:00
※1 日 15 組限定です。

◆講師：

GOLD’S GYM トレーナー

◆協賛：コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社、キリンビール株式会社

≪マッスルゲーム チャレンジ CUP≫
期間中毎日、マッスルゲーム チャレンジ CUP を開催します。大会は、男性の部、女性の部、
18 歳以下の部に分かれ、幅広い世代の方が楽しめます。
★優勝者には BNL プロテインドリンク他、豪華賞品を進呈します！
【ゲーム大会内容】
〇 ベンチプレス大会（胸にバーがついて腕が伸びる回数を競う）
〇 けんすい大会（反動を使わずにあごがバーより上になる回数を競う）
◆協賛：コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社、キリンビール株式会社
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≪スペシャルライブショー≫
8 月 2 日（日）
・9 日（日）
・15 日（土）
・16 日（日）は、特設ステージにてマッスルボディの
レジェンド達が登場するライブパフォーマンスを開催します。8 月 9 日（日）はシークレット
ゲストとして、伝説の世界チャンピオンも登場し、ステージを盛り上げます。

≪8 月 2 日（日）スペシャルゲスト≫
ボディビルダー

相澤兄弟

≪8 月 9 日（日）スペシャルゲスト≫
ボディビルダー

ジュラシック木澤

JBBF オールジャパン
フィットネスビキニ大会 1 位

ダンシーあずさ

≪8 月 9 日（日）シークレットスペシャルゲスト≫
伝説のチャンピオン
？？？ ？？

≪8 月 15 日（土）スペシャルゲスト≫
100 年に一人の逸材！新日本プロレスのエース

棚橋弘至

≪8 月 16 日（日）スペシャルゲスト≫
お笑い芸人・ボディビルダー

なかやまきんに君

＜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・中原
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≪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」と三河湾を一望できる
「ホテル ラグーナヒル」では、公式ホームページにて、宿泊と朝食、ラグナシアプール入園と「マッス
ル特典」がセットになったお得な宿泊プランを販売します。
◆特典： ①
②
③
④

ゴールドジムオリジナルグッズ付き
親子マッスルトレーニング教室 優先権
ライブショー出演者との写真撮影（開催日限定）
ゴールドジム通信販売のクエン酸とミネラルウォーター

◆公式ホームページ
変なホテル： https://www.hennnahotel.com/lagunatenbosch/
ホテル ラグーナヒル： https://www.lagunatenbosch.co.jp/hill/index.html
※両ホテルとも部屋数に限りがございます。

▲変なホテル

イメージ

▲ホテル ラグーナヒル

イメージ

【
「GOLD’S GYM」とは】
1965 年、ジョー・ゴールドが、
“マッスルビーチ”として有名だった米カリフォルニア州・ベニスに、
長年の夢であった本格的なボディビルをオープン。
“Results for everybody（＝すべての人々に結果を”
のキャッチコピー通り、ゴールドジムのメンバーの中から数々の有名アスリートやハリウッドスターが
活躍した。現在では 30 か国 700 か所 300 万人のメンバーを誇る世界最大級ネットワークのフィットネ
スクラブとなり、日本には 95 年に上陸以来、北海道から九州まで全国に 90 店舗以上を展開。初心者か
らアスリートまで、健康維持、ボディメイク、競技力向上になくてはならない存在を目指し、マシン環
境・トレーナーの質等すべてを世界レベルで提供している。
◆公式ホームページ：https://www.goldsgym.jp/
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