
報道関係者 各位                               2020年 9月 4日 

プレスリリース（No.15）                       株式会社ラグーナテンボス 

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、10 月 10 日（土）から 1 月 11 日（月・祝）まで『「映画プリキュアミ

ラクルリープ みんなとの不思議な 1 日」公開記念 ヒーリングっど♥プリキュア ハートフルふるフ

ェスティバル♪ in ラグーナテンボス』を開催します。 

 本イベントは、10 月 31 日（土）に全国公開予定の「映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不

思議な 1日」の公開を記念して開催する「ヒーリングっど♥プリキュア」の体験型テーマイベントです。 

 イベント期間中は、毎日キュアグレースが登場するミニステージや「ヒーリングっど♥プリキュア」

の世界を楽しめるアトラクション、フォトスポット、ワークショップなどが楽しめます。物販ショップ

では、ラグーナテンボス限定プリントクッキーのほか様々なグッズの販売をします。園内のレストラン・

ワゴンショップでは、イベント限定メニューを提供予定です。 

 また、イベント開催を記念して、ラグーナテンボスにある 2 つのホテルでは、イベント 1 日利用券と

プリキュアグッズ、ラグナシア入園券などがついたお得なプランの予約を開始します。 

 イベント初日には「ヒーリングっど♥プリキュア」の 4人が「ハートフルふるフェスティバル♪」会

場内に登場します。さらに、ジョイアマーレの浜辺では、歴代 21人のプリキュアが登場する「プリキュ

アオールスターズがやってくる！」を開催します。 

 

【イベント概要】 

 ◆名称：「映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な 1日」公開記念 

ヒーリングっど♥プリキュア ハートフルふるフェスティバル♪ in ラグーナテンボス 

◆期間：2020年 10月 10日（土）～ 2021年 1月 11日（月・祝） 

 ◆時間：10:00～19:00 ※日によって異なる 
 ◆場所：ラグーナテンボス ラグナシア セロシアホール 

 ◆料金：1人 500円（3歳未満は無料／小学生未満は保護者同伴） ※別途、ラグナシア入園券が必要です。 

 ◆公式サイト：https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/2020/precure/index.html 

 ◆主催：株式会社ラグーナテンボス 

◆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（受付時間 9：00～16：00） 

みんなに会えるの待ってたよ♥ラグーナテンボスで、最高にハートフルな一日を♥ 

「映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な 1日」公開記念 

ヒーリングっど♥プリキュア 

ハートフルふるフェスティバル♪ in ラグーナテンボス 
10月 10日（土）～1月 11日（月・祝）開催！ 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/2020/precure/index.html
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【「ヒーリングっど♥プリキュア」とは】 

 2020年 2月 2日より放送開始された TVシリーズ 17作目。別世界

からやってきたヒーリングアニマルと一緒にプリキュアに変身し、パ

ートナーと地球をお手当て！「思いやり」「絆」をテーマに癒しのプ

リキュアの活躍を描きます。 

 ■公式サイト：http://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/ 

 

【「映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な 1日」とは】 

 映画プリキュアシリーズ 29 作目。「ヒーリングっど♥プリキュ

ア」「スター☆トゥインクルプリキュア」「HUG っと！プリキュア」

から 13 人のプリキュアが力を合わせて“今日”を繰り返す不思議な

１日から脱出するため奮闘し大活躍します！物語のカギを握る妖精

ミラクルンがモチーフとなったミラクルンライトでプリキュアを応

援しよう！テレビシリーズのエンディングダンスも映画ならではの

スペシャル verに。“踊って・遊べる体験型ムービー”が明日への夢と

希望が詰まったワクワクの物語をお届けします。 

 ■公開日：2020年 10月 31日（土） 

 ■映画公式サイト：https://spring.precure-movie.com/pc/ 

 

 

【アトラクション 内容】 

名称 内容 

ヒーリングっど♥プリキュア 

ミニステージ 

期間中は毎日、キュアグレースがステージに登場し、ダンスレクチャー

などが楽しめます。土日祝は「ヒーリングっど♥プリキュア」からもう

１人プリキュアが登場します。また、ステージ終了後はステージに登場

したプリキュアの撮影タイムがあります。 

 

※開催時間は後日イベント公式サイトにて発表します。 

 （1日 3回・約 20分間） 

のどかとランニング 

「ちゆ」をお祭りに誘いに行こう！ちゆの家までの道のりはランニング

♪床に描かれた道のりをランニングし、肉球マークを踏むと音が鳴るア

トラクションです。 

ちゆとハイジャンプ 

「ちゆ」と一緒に垂直跳びに挑戦しよう！各高さにあるボタンを押すと

ジャンプ成功の歓声が鳴り響きます。高く飛ぶほど、大きな歓声が上が

るアトラクションです。 

ラテを診察 

ヒーリングガーデンの幼い王女さま「ラテ」の様子がおかしいみたい… 

聴診器を使って診察してみよう！聴診器を当てるとラテの心の声が映し

出されます。 

地球をおてあて！ 

みんなのちからで「メガビョーゲン」を浄化して、地球をおてあてしよ

う！ 

画面の上から落ちてくるハートのマークが目の前にある肉球マークと重

なったタイミングでボタンを押すと、敵を浄化するリズムアトラクショ

ンです。 

 

©2020 映画プリキュアミラクルリープ製作委員会 

http://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/
https://spring.precure-movie.com/pc/
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【スペシャルステージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イベントコーナー】 

 

名称 内容 

なりきり写真館 

「ヒーリングっど♥プリキュア」の衣装の中から自分の好きな衣装を選び、

記念写真を撮影しよう！ 

撮影した写真はキーホルダーやフォトフレームでお渡しします。 

■料金：1,000円（税込） 

ぺたぺたやき 

好きなプリキュアを選んで、色を塗って自分だけのオリジナルぺたぺたやき

を作ろう！ 

■料金：各 700円（税込） 

映画プリキュア 

ミラクルリープ 

コーナー 

10 月 31 日（土）公開の「映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思

議な 1日」の情報を展示します。 

【ご来場記念】 

IDカード 

来場記念に顔写真と名前入りの ID カード型オリジナルグッズが新登場！会

場に設置された QRコードからスマホで注文しよう！ 

■料金：1,200円（税込） 

 

 

【グッズ・グルメコーナー】 

 

※上記イベント内容は、天候・その他の理由により、変更になる場合がございます。 

名称 内容 

【10月 10日（土） 

限定開催！】 

プリキュア 

オールスターズが

やってくる！ 

10月 10日（土）は、総勢 21人の歴代

プリキュアが登場する歌とダンスのス

テージを開催します。 

 

◆料金：無料 
※別途ラグナシアの入園料が必要です 

 

◆場所：ジョイアマーレの浜辺 
※開催時間は後日ホームページにて発表しま

す。 

プリキュアショップ 

ラグーナテンボス限定プリントクッキーのほか様々なグッズの販売をしま

す。 
※詳細は後日イベント公式サイトにて発表します。 

プリキュアグルメ 
イベント限定のフードメニューを販売します。 
※詳細は後日イベント公式サイトにて発表します。 

©ABC-A・東映アニメーション 
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【前売りチケット】 

ラグーナテンボス公式サイト及び全国のローソン・ミニストップにて、イベント 1 日利用券とラグナ

シアの入園がセットになった特別チケットを販売します。入園券付チケットは、通常よりも 100 円、パ

スポート付チケットは、通常料金よりも 300円お得なチケットです。 

 
入園券＋イベントチケット 

パスポート（入園券＋対象アトラクション利用） 

＋イベントチケット 

大人（中学生以上） 2,650円 4,550円 

小学生 1,700円 3,450円 

幼児（3歳以上） 1,200円 2,700円 

◆販売期間：2020年 9月 4日（金）～ 2021年 1月 11日（月・祝） 

◆販売場所：全国のローソン及びミニストップ・ラグーナテンボス公式サイト 

◆Lコード：40008 

 

 

【イベント開催プラン】 

 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、ラグナシアの入園券とイベント 1日利用券、プリキュアグッズがついた

お得な宿泊プランを販売します。 

 

◆宿泊期間：2020年 10月 10日（土）～2021年 1月 11日（月・祝） 

◆販売場所：ホテル 公式サイト 

◆公式サイト：【変なホテル ラグーナテンボス】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。 

◆特典内容：下記ご参照ください 

  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添い寝幼児のお子さま代金無料 ※1室 2名まで 

  ④イベント 1日利用券 

  ⑤プリキュアグッズをお子さまにプレゼント  
※0歳～2歳のお子さまは対象外 

 

 

▲変なホテル イメージ ▲ホテル ラグーナヒル イメージ 

https://www.hennnahotel.com/lagunatenbosch/
https://www.lagunatenbosch.co.jp/hill/index.html

