
報道関係者 各位                                   2020年 10月 6日 

プレスリリース(No.18)                            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・中原 

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

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、11月 3 日（火・祝）より、イルミネーションとマッピングショー、クリス

マスマーケット、エンターテイメントショーが楽しめる冬季イベント『きらめく、ときめく「LAGUNA 

Xmas」』を開催致します。 

 

 今年は、水上イルミネーション「水上の黄金宮」が新登場します。青く煌めく光の海には、黄金に輝

く宮殿が浮かび、心温まる美しき光の世界を演出します。また、ラグナシアで初開催となる「クリスマ

スマーケット」を開催します。会場があたたかな光に包まれ、クリスマスにぴったりのグルメやショッ

ピングが楽しめます。さらに、子ども向けのアトラクションが揃う「ステラパーク」にもイルミネーシ

ョンが施され、ファンタジー溢れる世界でアトラクションを楽しめます。 

 その他、100 万球を超えるイルミネーションアーチ「幸運のレインボーアーチ」やランタンイルミネ

ーション「光の草原」などのイルミネーション、冬季限定 360°3Dマッピング「ネージュ」やウォータ

ーマッピングショー「アグア」などのマッピングショー、クリスマスシーズンにはイルミネーション点

灯式「ライトアップセレモニー」やミュージカルダンスショー「ホーリークリスマス」などのエンター

テイメントショーがお楽しみいただけます。 

 さらに、花火スペクタキュラ「ミスティノーチェ」を期間限定で開催します。花火に加え、噴水、映

像などのショーエフェクトとショーキャストがコラボレーションした花火ショーがラグナシアの冬の夜

空を彩ります。 

 

【開催概要】 

 ◆名称：きらめく、ときめく「LAGUNA Xmas」 

 ◆期間：2020年 11月 3日（火・祝）～ 2021年 2月 28日（日） 
  ※2021年 1月 12日（火）からはイベント名称が「キラキラグーナ」となります 

 ◆時間：日没 ～ 閉園 ※日・期間によって点灯時間が異なります 

 ◆場所：ラグーナテンボス ラグナシア園内各所 

 ◆料金：観覧無料 ※ラグナシアへの入園が必要です 

 ◆お客様お問い合わせ先：総合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/winter/index.html 

水上イルミネーション「水上の黄金宮」新登場！ 

きらめく、ときめく 「LAGUNA Xmas」   
11 月 3 日（火・祝）スタート！ 

▲新登場の水上イルミネーション「水上の黄金宮」 ※イメージ 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/
https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/winter/index.html
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【イルミネーション・ショー内容】 

※開催日・内容などは変更になる場合がございます。公式サイトにてご確認ください。 

イルミネーション 内 容 

【NEW！】 

水上イルミネーション 

「水上の黄金宮」 

この冬、新登場の水上イルミネーション。青く煌めく光の海には、黄金に輝く宮殿が浮か

び、心温まる美しき光の世界を演出します。音楽に合わせて光が変化するショーも開催

します。 

【NEW！】 

ステラ イルミネーション 

子ども向けのアトラクションが揃う「ステラパーク」にイルミネーションが施され、ファンタ

ジー溢れる世界に。キラキラと輝くイルミネーションに包まれながらアトラクションを楽し

めます。 

100万球のイルミネーションアーチ 

「幸運のレインボーアーチ」 

12基 100万球を超える日本随一のイルミネーションアーチ。訪れた人を渡った先にある

2つのイルミネーションとカーアクションマッピングへと導きます。 

ランタンイルミネーション 

「光の草原」 

シンボルツリー（高さ 10m、直径 13m）を囲む芝生広場に、個性的なランタン約 3,500 個

を配置した幻想的なランタンイルミネーションです。音楽に合わせて光が変化するショ

ーも行います。 

「青の宮殿」 
美しいマリンブルー一色の宮殿イルミネーションです。青く輝く宮殿の中を歩けば、壮大

な青の世界が広がります。 

「光のテラス」 
ラグナシア全体を見渡すことが出来るテラスの天井には、まるでステンドグラスのような

イルミネーションが広がり、やわらかい光が降り注ぎます。 

マッピングショー 内 容 

360°3Dマッピング 

「NEIGE（ネージュ）」 

＊フランス語で「雪」 

日本初の 360°で繰り広げられる 3D マッピングの冬季限定バージョン。美しき氷の世

界や可愛らしいお菓子の家を表現したプロジェクションマッピングと、ショーキャストがコ

ラボレーションした、冬らしくメルヘンチックなマッピングショーです。 

■開催期間：11/3（火・祝）～2/28(日) 

【Power up！】 

ウォーターマッピングショー 

「AGUA（アグア）」 

＊スペイン語で「水」 

夏はプールとして賑わうセンタープールの水面をスクリーンにする「ウォーターマッピン

グ」を日本で初めて取り入れたウォーターイリュージョンショー。ショーキャストと映像、

噴水がコラボレーションし、人魚が住む美しき海の世界を表現します。噴水演出がパワ

ーアップ！ 

■開催期間：11/3（火・祝）～2/28(日) 

カーアクションマッピング 

「AMAZE（アメイズ）」 

バハムートの神殿の壁面（高さ14m、幅33m）を実車が疾走するマッピングです。壁面に

配置し稼動させた実車に、プロジェクションマッピングを投影する演出は日本初。壮大

なスケールの世界を猛スピードで駆け抜ける疾走感と迫力あるダイナミックなプロジェ

クションマッピングです。 

エンターテイメント 内 容 

【Power up！】 

花火スペクタキュラ 

「ミスティノーチェ」 

夜空を彩る花火に加え、巨大スクリーンに映し出される映像、噴水などのショーエフェク

ト、イルミネーション衣装を身にまとったショーキャストのパフォーマンスがコラボレーシ

ョンし、冬の夜空を彩ります。噴水演出がパワーアップ！ 

■開催期間：11/3（火・祝）・12/19（土）・12/24（木）～26（土）・12/31（木・祝） 

【NEW！】 

噴水ショー ウィンターver. 

ムービング噴水を駆使した、ウィンターバージョンの噴水ショーが登場。日中だけでな

く、夜には水と光がコラボレーションし、冬のロマンチックな「水と光の演出」をお楽しみ

頂けます。 

■開催期間：11/3（火・祝）～2/28(日) 

イルミネーション点灯式 

「ライトアップセレモニー」 

ラグナシア「ジョイアマーレの浜辺」にあるクリスマスツリーを舞台に、キャラクター達とと

もにイルミネーションに光を灯すゲスト参加型の感動の点灯式です。 

■開催期間：11/3（火・祝）～12/31（木） 

ミュージカルダンスショー 

「ホーリークリスマス」 

華麗なダンスとクリスマスならではの心温まるストーリーでラグナシアのクリスマスを盛

り上げる期間限定の本格的なミュージカルダンスショーです。 

■開催期間：11/13（金）～1/11（月・祝） 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/
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【クリスマス限定イベント】 

 

 

 

【11月 3日（火・祝）限定イベント】 

 

※開催日・内容などは変更になる場合がございます。公式サイトにてご確認ください。 

 

 

名称 内 容 

【NEW！】 

クリスマスマーケット 

期間限定でオープンする新しいエリア。会場があたたかな光に包まれ、ショッピングや

グルメが楽しめます。冬にぴったりの体が温まるメニューや鎧塚シェフのメニューも登場

する予定です。 

■開催期間：11/3（火・祝）～1/11（月・祝）  

クリスマスツリー 

「ジョイアマーレの浜辺」にカラフルに輝くクリスマスツリーが登場。クリスマスツリーを舞

台に、キャラクター達とともにイルミネーションに光を灯すゲスト参加型の感動の点灯式

で園内のイルミネーションが一斉に点灯します。 

■開催期間：11/3（火・祝）～1/11（月・祝） ※点灯式は 12/31（木）まで。 

クリスマスキャラクター 

グリーティング 

クリスマス衣装を身にまとったガトー・ルナ・ピート・モルサが園内に登場。さらに、この

時期にしか登場しないクリスマスキャラクターも登場し、クリスマスシーズンのラグナシ

アを盛り上げます。 

■開催期間：11/3（火・祝）～1/11（月・祝） 

名称 内 容 

リアルものまね！安室奈美似 

スペシャルライブショー 

安室奈美恵にそっくりの「安室奈美似」によるライブパフォーマンスを披露します。 

冬季イベント初日のラグナシアを盛り上げます。 

■場所：宮殿ステージ 

■時間：①13:00～ ②15:30～ 

鎧塚俊彦シェフ 

イルミネーション点灯式 

キャラクター達とともにイルミネーションに光を灯すゲスト参加型の感動の点灯式「ライト

アップセレモニー」にパティシエ鎧塚俊彦シェフが出演します。 

■場所：ジョイアマーレの浜辺 

■時間：16:45～ 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/
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 イルミネーション画像 

▲【NEW！】 水上イルミネーション「水上の黄金宮」   ※イメージ 

▲ランタンイルミネーション 「光の草原」 

▲「青の宮殿」 

 

 

 

▲100万球のイルミネーションアーチ 

「幸運のレインボーアーチ」 

▲「光のテラス」 

 

 

 

▲【NEW！】 ステラ イルミネーション ※イメージ 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/
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マッピング画像 

▲360°3Dマッピング 「NEIGE(ネージュ)」 

 

 

▲カーアクションマッピング 「AMAZE(アメイズ)」 

▲【Power up！】ウォーターマッピングショー 「AGUA(アグア)」 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/
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エンターテイメント画像 

▲ミュージカルダンスショー 「ホーリークリスマス」 

 

▲イルミネーション点灯式 「ライトアップセレモニー」 

 

 

▲【Power up！】花火スペクタキュラ 「ミスティノーチェ」 

 

 

https://www.lagunatenbosch.co.jp/
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▲【NEW】クリスマスマーケット ※イメージ 

クリスマス限定イベント画像 

▲クリスマスツリー 

▲クリスマスキャラクターグリーティング 

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

