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最新イベント・新アトラクション情報！
2013年 8月

株式会社よみうりランド

貸出画像①「よみうりランド ジュエルミネーション」
ⓒＭＯＴＯＫＯ ＩＳＨＩＩ ＬＩＧＨＴＩＮＧ ＤＥＳＩＧＮ

通常おとな3,900円、こども2,900円のワンデーパスが
2,500円になる割引や入園無料キャンペーンなど、秋のよみ
うりランドはお得が盛りだくさん！

お得なキャンペーン盛りだくさん！

秋のキャンペーンのご案内

スタート直後の「93度の落下」、「360度スパイラル」、そし
て日本初の「逆カントカーブ」など、様々な要素を含んだコー
スター。緑豊かなよみうりランドの地形を最大限に生かし、
樹木の間をすり抜ける疾走感が味わえます！

2014年3月（予定）
よみうりランド遊園地 開園50周年記念事業

新コースター「ツイストコースター ロビン」OPEN！

4年目を迎えるイルミネーションイベント。今年は新たな
光の演出が加わります。球数は200万球となり、「光の
動き」や「新色イルミネーション」を用いた新スポットが
続々と登場します。噴水を用いたダイナミックな演出に
も注目です！

2013年11月1日（金）～2014年2月16日（日）
石井幹子プロデュース「宝石イルミがキラめく遊園地」

よみうりランド ジュエルミネーション

貸出画像②「ツイストコースター ロビン」

貸出画像③「よみうりランド イメージ画像」

● 学校行事振替休日
 キャンペーン ・・・期間：9/24(火)～10/28(月)の平日
● 高齢者招待・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日にち：9/16(月・祝)
● 都民の日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日にち：10/1(火)



　よみうりランド（東京都稲城市）では、2013年11月1日（金）より「よみうりランド ジュエルミネーション」を開催します。
　2010年冬より開催しているこのイベントは、世界初の7つの宝石色をイメージしたイルミネーションがキラびやかに光り
輝き、他に類をみないスポットとして大いに盛り上がっています。4回目を迎える今冬も世界で活躍する照明デザイナー石井
幹子（いしいもとこ）氏のプロデュースのもと、「遊園地エリア」・「アクアエリア」・「ラブリーストリームエリア」の3つのエリ
アで光の空間を演出します。球数は200万球（昨年は150万球、一昨年は123万球）となり、「光の動き」や「新色イルミネー
ション」を用いた新スポットを続々と登場させることで、今年新たなジュエルミネーションへと生まれ変わります。
　中でも一番の注目は、アクアジュエリー・ビーチに登場する光と音、噴水によるイルミネーションショー「パリ・モナムー
ル」です。パリで活躍する石井リーサ明理氏のプロデュースのもと、ライトアップされた高さ最大15ｍ、横幅60ｍに設置され
る噴水に加え、凱旋門やシャンゼリゼをイメージした光の演出により、ダイナミックにそしてエレガントに輝くイルミネーショ
ンショーをお楽しみいただけます。
　そして、「LOVE」をテーマにルビーなど6つの宝石色の組み合わせからなる新色「ラブリージュエリーイルミネーション」
も加わります。このイルミネーションが飾られるのは、今年新たに拡張する「ラブリーストリームエリア」（流れるプールエリ
ア）です。光と水、そして水の流れが加わり、恋人たちが寄り添い、愛を誓い合う魅力あるエリアとなります。
　さらに今年は遊園地エリアでも新たな演出に挑戦します。40万球の宝石色のイルミネーションに包まれる「ジュエリー・
ロード」では初めて「光の動き」を導入し、これまでなかった光の空間へと変貌をとげます。そして新スポットとして長さ35ｍ
の光のトンネル「ジュエリー・パサージュ」が登場します。
　また、見るだけではなく遊ぶことができるのも遊園地のイルミネーションの魅力です。今年も都心のパノラマ夜景が一望でき
る流星コースター「スターライトバンデット」や夜の観覧車「ジュエリーリング」などの夜限定アトラクションを運行します。そして、
点灯パレード「ライトオンパレード」や光と影のダンスショー「シルエット」などのイベントやオリジナルグッズの販売も行います。
　4回目を迎え新しく生まれ変わる「よみうりランド ジュエルミネーション」にどうぞご期待ください。

貸出画像④「ジュエルミネーションの様子①」 貸出画像⑤「ジュエルミネーションの様子②」

新たな光の演出に挑戦！「光の動き」・「新色イルミ」で新スポット続々登場！

世界的照明デザイナー石井幹子プロデュース「200万球の宝石イルミがキラめく遊園地」

11/1（金）
START よみうりランド ジュエルミネーション

都市照明からライトオブジェや光のパフォーマンスまでと幅広い光の領域を開拓する照明デザイナー。日本のみ
ならず世界の各地で活躍する照明デザインの第一人者。また光文化フォーラム代表として、国内外の光文化の継
承・発展にも力を注いでいる。

プロデュース 石井幹子（いしいもとこ）

東京タワ－、東京港レインボ－ブリッジ、横浜ベイブリッジ、白川郷合掌集落、平城京跡大極殿、
上海ワールドフィナンシャルセンター、ブダペスト・エリザベート橋など主な照明作品

2000年秋、照明デザインへの貢献により、紫綬褒章を受章。国内外での受賞多数。主な受賞
貸出画像⑥「石井 幹子」
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「よみうりランド ジュエルミネーション」開催概要

※12/14（土）～12/25（水）は21：00まで
※1/10（金）～2/16（日）は20：00まで

よみうりランド ジュエルミネーション
※ジュエルミネーション（TM）とは「ジュエリー」+「イルミネーション」の造語

名　　称

2013年11月1日（金）～2014年2月16日（日）　計87日間
■休園日
・2013年11/5（火）・12（火）・19（火）・26（火）
・2014年1/7（火）～9（木）・14（火）～16（木）・20（月）～23（木）・27（月）～30（木）
　　　　 2/4（火）・5（水）・12（水）

16：00～20：30

開催期間

時　　間

・ナイト入園料：18歳以上 700円/中高生 500円
・ナイトパス（入園料含）：おとな・こども共通 1,200円

料　　金

よみうりランド園内全域 ※日中と営業エリアが異なります。

※小学生以下無料 

会　　場

200万球球　　数
ⓒＭＯＴＯＫＯ ＩＳＨＩＩ ＬＩＧＨＴＩＮＧ ＤＥＳＩＧＮ

赤紫からオレンジの宝石を組み合わせ「LOVE＝愛」をイメ
ージした新色のイルミネーション。6色のラブリージュエリーカラー

ホワイトサファイア、ブルーサファイア、ピンクサファイア、イエロー
サファイア、ゴールドサファイア、ホワイトダイヤモンド

スピネル、タンザナイト、ルビー、モルガナイト、ピンクサファイア、ガーネット

ダイヤモンド、ルビー、アンバー、トパーズ、
エメラルド、サファイア、アメジスト

7色のジュエリーカラー 6色のアクアジュエリーカラー

マップ

スピネル

ププマッ

ジュエルミネーション

2球　　数

ジ

エ
7色の77 ジ

ジジュ TM 石井幹子デザイン事務所が開発した世界初の宝石色LEDを使ったイルミネーション。
ジュエリー+イルミネーションの造語。

昨年に続き、「パリの宵」をテーマに6色のアクアジュ
エリーカラーのイルミネーションが光り輝く「アクア
ジュエリー・ビーチ」をはじめとしたスポットが登場。
プールエリアならではの光と水が織りなす光景が見
どころ。今年は光と音、そして噴水によるダイナミッ
クな演出「パリ・モナムール」を開催します。カップル
におすすめの南京錠イベント「誓いの鍵」や昨年大好
評の光と影のダンスショー「シルエット」も注目です。

7色のジュエリーカラーのイルミネーションが光り輝く、キラびやかな光の空間を創造します。40万球もの宝石色
のイルミネーションに包まれる大人気スポット「ジュエリー・ロード」は今年初めて「光の動き」が加わり、新スポット
として生まれ変わります。また新登場する35mの宝石のトンネル「ジュエリー・パサージュ」も見どころです。ジェッ
トコースター「スターライトバンデット」や大観覧車「ジュエリーリング」などのアトラクションも楽しめます。

新たに導入される6色のラブリージュエリーカラーのイルミネーションが楽しめる新エリア「ラブリーストリームエリア」。「LOVE」を
テーマに赤紫からオレンジの6つの宝石を組み合わしたイルミネーションにより恋人たちが寄り添い、愛を誓い合うエリアとなる。

アクアエリア

遊園地エリア1

ラブリーストリームエリア3

2

NEW!!

NEW!!



夜限定アトラクション

今年初登場する新スポット。35ｍのジュエルミネー
ションのトンネルが完成します。キラキラ光り輝く宝石
のトンネルはカップルにおすすめのスポットです。

グラスの形に飾られた巨大な3本
の木。観覧車へ向かう階段近くで
ご覧いただけます。

40万球の宝石色のLEDに包まれる、とてもロマンチックなビュー
スポット。100mの桜並木はまるで宝石箱の中にいるような感覚
です。今年は初めて光の動きを導入し、これまでにない光の空間へ
と変貌をとげます。

ダミー

ジュエリー・ロードジュエリー・ロード
ジュエリー・パサージュジュエリー・パサージュ

高さ25ｍのジュエルミネーションの
タワーが登場！見上げるジュエルミ
ネーションも格別です。無数のフラッ
シュライトが取り付けられ、キラキラと
光り輝きます。

ジュエリー・タワージュエリー・タワー

ジュエリー・ツリーグラスジュエリー・ツリーグラス

ジュエリーボックス
レストラン
Goodday

ジュエリーボックス
レストラン
Goodday

ジュエリー・フラワーガーデンジュエリー・フラワーガーデン

ジュエリーリング ～夜の観覧車～ジュエリーリング ～夜の観覧車～

宝石色のLEDが一面に広がり、スカイゲートから観覧
車へと続くお花畑のような景観を楽しめます。まばゆ
い光の中での記念写真がおすすめです。

全面ガラス張りのレストランは、
夜になるとジュエリーの輝きに
包まれてロマンチック。 イルミ
ネーションを観ながらのちょっ
ぴり贅沢なお食事を。

ジュエルミネーション限定グッズを多数取り
揃えております。思い出にぜひ。

SHOP「MIKT」 SHOP「MIKT」 
ミ ク トミ ク ト

眼下に広がるジュエルミネーションと夜景が調和し、幻想的な景色がお楽しみいただけます。
★1回600円  ※ワンデーパス利用可。ナイトパス利用不可

スターライトバンデット ～流星コースター～スターライトバンデット ～流星コースター～
バンデットが、この冬も日没から流星をモチーフとした光り輝くコースターとなって駆け抜けま
す。 炎の演出もみどころです。   ★1回900円 ※ナイトパス・ワンデーパス利用可。

画像はイメージです。

遊園地エリア

ンのトンネルが完成します。キラキラ光
ンネルはカップルにおすすめのスポッ

2

1

ジュエリジュエリ
眼下に広がるジュエルミ
★1回600円  ※ワンデ

1
ます。

スターラスターラ
バンデットが、この冬も日
す。 炎の演出もみどころ

2

遊園
NEW!!

上記の素材は全て貸出可能です。ご入用の方はお知らせください。



波のプールの波打ち際がアクアジュエリーカラーで埋め
尽くされ、イルミネーションのビーチを演出します。今年
はオリジナル音楽に乗せて幻想的なイルミネーションと
噴水によるダイナミックな演出が楽しめます。

アクアジュエリー・ビーチ

波のプールステージのアーチをフランス
国旗をイメージした3色の光でライトアッ
プして、大きなアーチを創り出します。

アクアジュエリー・
アーチ

アクアジュエリーカラーをレストランいっぱいに設置。光が水に映る
光景の美しさを眺めながら食事がとれるレストラン。絶景を見ながら
の食事は格別です。

レストランラピシーヌ

流れる水の中央に飾られる約1,000本の花のオ
ブジェたち。アップライトによって照らされた
花々が、風にゆらぎながら美しく咲き誇ります。

ラブリー・フラワー

たくさんの南京錠がかけられている
セーヌ川にかかる橋「ポン・デ・ザー
ル」をイメージしたイベントエリアが
登場。専用フェンスに２人の名前を書
いた南京錠を取り付けてもらい、（鍵
を泉に投げ入れてもらいます。）２人
の愛が永遠になりますように。

～２人のハートに鍵をかけて～

■サウンドプロデュース：石井リーサ明理アクアエリア

愛の南京錠

全長386ｍ、4人乗りのゴムボートで滑走するジャイアントスカイ
リバーのコースをファンシーカラーサファイアの光でライトアップ
し、スパイラルが浮かび上がります。

アクアジュエリー・スパイラル

ラブリーストリームエリア 完成イメージ

アクアクア

ラブリーストリームエリアNEW!!

上記の素材は全て貸出可能です。ご入用の方はお知らせください。



軽快な音楽とダンスにあわせてジュエリー・ロードが一斉に
点灯します。40万球の宝石色の輝きに包まれる瞬間をお見
逃しなく！

※日没時刻に合わせてパレード開始時間が変動します。

開催日 期間中毎日
場 所 ジュエリー・ロード
時 間 17：00

開催日 期間中毎日 場 所 ジュエリー・ロード
時 間 17:30～  30分間隔

開催日 期間中毎日 場 所 アクアジュエリー・ビーチ
時 間 17：00～  20分間隔 ※18：40、19:40を除く

光の都、恋の街パリの雰囲気をお届けするイルミネーションショー「パリ・
モナムール」。アクアジュエリー・ビーチにてオリジナル音楽に乗せて幻想
的なイルミネーションと噴水によるダイナミックな演出が楽しめます。

スタイリッシュな音楽とダイナミックな光の動きとともにダンサーが踊
るステージショー！

光と音と噴水のファンタジー
光と影のダンスショー！

開催日 期間中毎日 場 所 アクアジュエリー・ビーチ
時 間 18:40、19:40

今年は初めてジュエリー・ロードに光の動きが加わります。音楽と連動してイルミネー
ションが光り輝きます。 40万球にも及ぶイルミネーションショーは大注目です。

ライトオンパレード

ジュエリー・ファンタジー

遊園地イベント アクアエリアイベント

パリ・モナムール
シルエット

NEW!!

※画像はイメージです。

※画像は昨年の様子です。

※画像は昨年の様子です。

ライライ

4つのイルミネーションショー

時 間 17：0

オリジナルグッズ&フード

ジュエルミネーション期間中、
こだわりのあったか限定グルメを

ご用意します。
詳細は後日お送りします。

11/1（金）～2/16（日）期間限定でオリ
ジナルグッズを販売します。ここでしか
買えないジュエルミネーション限定の
グッズやお菓子が勢揃い！4年目を迎
え、グッズの内容もさらに充実。

ＳＨＯＰ「ＭＩＫＴ」 あったかグルメ

上記の素材は全て貸出可能です。ご入用の方はお知らせください。

ミ ク トミ ク ト



　よみうりランド（東京都稲城市）では、様々な要素を取り入れたコースター『ツイストコースター ロビン』を2014
年春にオープンいたします。
　「バンジージャンプ」や「クレージーヒュー・ストン」の絶叫アトラクションがあるエリアに設置されるこのコース
ターは、コース全長313ｍ、最高速度62ｋｍ/ｈながらも、スタート直後の「93度の落下」、「360度スパイラル」、
180度ハーフスパイラルループからなる「ツイストダイブ」、そして車両から放り出される感覚になる日本初の「逆カ
ントカーブ」など、見た目以上にエキサイティングなローラーコースターです。
　さらにこのコースターの魅力は、最上部から見渡せる新宿高層ビル群の景観や、緑豊かな樹木の間をすり抜けて
の疾走といった、よみうりランドの地形を生かしたコースレイアウトにもあります。
　よみうりランドは2014年3月に遊園地開園50周年を迎えます。同時期には最大1,000人収容の屋内ホール
も新しくオープンいたします。ますます楽しくなるよみうりランドにどうぞご期待ください！

～日本初となる“逆カントカーブ”を含む、様々な要素のコースター～

貸出画像②「ツイストコースター ロビン」

よみうりランド遊園地 開園50周年記念事業

2014年春、新コースターOPEN！



全体レイアウトイメージ

ファーストドロップ ツイストダイブ

360°スパイラル 逆カントカーブ

新コースター概要

ツイストコースター ロビン名　　称 スペック

2014年 3月（予定）OPEN

未定利用料金

車両完成イメージ

未定利用条件

1車両4名定　　員

● コース全長・・・・313ｍ
● 最高部の高さ・・・19ｍ
● 最大勾配・・・・・・・93度

● 最高走行速度・・・62km/ｈ
● 最大加速度・・・・・3.9G（下方向）

コマドリ（英名：ロビン）のカラーを基
調とし、オレンジをベースに紺色を加
えた4人乗りの車両は、鮮やかなデザ
インに仕上がり、コマドリに乗って飛
ぶ爽快感を味わうことができます。

上記の素材は全て貸出可能です。ご入用の方はお知らせください。



2013年9月24日（火）～10月28日（月）の月～金曜日　※休園日及び土日祝は除く期　間

学校行事が行われた翌月曜日～金曜日対象日

学校行事により、振替休日であることを証明できる方
（学校行事のパンフレット等をご持参ください。コピー可）
1枚につき5名様まで割引いたします。

条　件

ワンデーパス　おとな　3,900円⇒2,500円！　こども　2,900円⇒2,500円！料　金

学校行事振替休日キャンペーン学校行事振替休日キャンペーン学校行事振替休日キャンペーンその1
運動会や学園祭、授業参観など学校行事盛りだくさんの秋の時期にとっておきのキャンペーンです。学校行事によ
る振替休日にワンデーパスを2,500円で購入できるお得なキャンペーンを開催します。学校のパンフレット等をご
持参の上ぜひご来園ください！

2013年9月16日（月祝）日にち

65歳以上であることを証明できる方
（遊園地入園口にて年齢が証明できるものをご提示ください。コピー不可）
65歳以上の方とその同居家族のみ有効

条　件

入園料　シルバー　600円⇒無料！　（おとな1,200円 こども600円⇒無料！ ※同居家族の場合のみ）料　金

敬老の日に65歳以上の方をご招待敬老の日に65歳以上の方をご招待敬老の日に65歳以上の方をご招待
敬老の日に限り、65歳以上の方とその同居家族の方を遊園地にご招待します。年に1度のお得なキャンペーンです。

2013年10月1日（火）日にち

東京都在住であることを証明できる方
（遊園地入園口にて住所が証明できるものをご提示ください。コピー不可）
ご本人様のみ有効

条　件

ワンデーパス　おとな　3,900円⇒2,500円！　こども　2,900円⇒2,500円！料　金

都民の日キャンペーン都民の日キャンペーン都民の日キャンペーン

その2

その3
都民の日、東京都に在住されている方は、ワンデーパスがとってもお得になっちゃいます！
東京都にお住まいの皆様、都民の日はぜひよみうりランドへ！

お得なキャンペーン盛りだくさん！

秋のキャンペーンのご案内



FAX 044-955-6303（よみうりランド企画･宣伝課宛）

　よみうりランドでは、「よみうりランド ジュエルミネーション」、「新コースター『ツイストコースター ロビン』OPEN！」、

「秋のキャンペーンのご案内」を紹介していただける媒体社様に対し、チケットプレゼントを企画いたしました。1媒体社様

につき、よみうりランド入園券5組10名様分（2013/11/30迄有効）をご用意させていただきます。ご希望の方は、下記の申

込書に必要事項をご記入のうえお送りください。 ※応募先は各媒体社様へお願い致します。

写真画像データの使用

♪本イベントを紹介していただける場合、画像見本の画像データを貸し出しいたします。

掲載についての注意事項

♪確認のため、ゲラの段階で原稿をお送りください。

♪ご掲載いただいた場合、掲載紙/誌を1部、ご送付くださいますようお願い申しあげます。

　尚、掲載ページをpdfファイルにてお送りいただいても構いません。（その際はご一報ください）

♪TEL： 044-966-1111（よみうりランドお客様お問合わせ）

読者・視聴者へのお問合わせ先の掲載は…

よみうりランド
チケットプレゼントのご案内

掲載についての注意事項と広報用画像データ・読者プレゼント用招待券申込書

　　　　　　　　　　　㈱よみうりランド　遊園地事業部企画・宣伝課　奥谷・後藤
〠 206-8725　東京都稲城市矢野口4015-1　☎ 044-966-1111（お客様お問合せ用）　044-966-1135（直通）　FAX 044-955-6303
[HP] http://www.yomiuriland.com　[携帯HP] http://landdog.jp

[mail] a-gotou@yomiuriland.co.jp　y-okutani@yomiuriland.co.jp

お問合せ先

申し込みフォーム

貴媒体名

貴社名／部署

ご担当者名

ご住所

ご連絡先

希望する　　　　希望しない 画像データの必要期限：　　　月　　　日まで

掲載予定日／放送予定日

プレゼント用遊園地招待券
（いずれかに○）

〒

e-ma i l：※

※ 掲載号発売日 ※　　　月　　　日

※TEL： ※FAX：

貸出画像 タイトル
希望の
方は○

1貸出画像 よみうりランド ジュエルミネーション

2貸出画像 ツイストコースター ロビン

3貸出画像 よみうりランド イメージ画像

4貸出画像 ジュエルミネーションの様子①

5貸出画像 ジュエルミネーションの様子②

貸出画像 タイトル
希望の
方は○

6貸出画像 石井 幹子


