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最新イベント情報!

■好評につき第3回!チロルチョコpresents 第3回全国チロルチョコ積み選手権
　～想いの数だけ、チロル重ねる～
■お得なバレンタインペアチケットを5,000円で販売!
■バレンタインフォトスポット

■大学生のみなさま!お待たせしました!よみうりランドは大学生もこども料金!大好評イベントジュエルミネーションもこども料金で楽しめます!

2月1日（日）～2月14日（土）
よみうりランドのバレンタイン

大学生もこども料金 2月1日（日）～3月15日（日）

～大好評の全国のご当地グルメが一堂に集う、食の祭典を今年も開催します！

4月25日（土）～5月6日（水祝）の土日祝「全国ご当地大グルメ祭2015」開催決定！

貸出画像①「よみうりランドのバレンタイン」

■お子様に大人気の妖怪ウォッチがよみうりランドをジャック!キャラクターショーやスタンプラリー、
　ふわふわ遊具などイベントが盛りだくさん!ジュエル系ジバニャンもやってくる!

3月14日（土）～3月15日（日）
妖怪ウォッチフェスタ inよみうりランド

■今大人気!大注目のDream5と豪華コラボが実現!「スタートライン」をテーマにお花見を演出します!
■1,000本の桜が咲き乱れる、知る人ぞ知るお花見スポット!

3月14日（土）～4月5日（日）

お花見遊園地
「Dream Sakura 2015～僕らのハル!!～」

貸出画像②「園内の桜の様子」

貸出画像③「ちびっこ消防隊 けしっぴー」

Dream5Dream5
と

豪華コラボ豪華コラボ
が

実現!実現!
Dream5

と

豪華コラボ
が

実現!

屋外シューティングライド
「ちびっこ消防隊 けしっぴー」

消防車に乗り込み、座席に装備された水鉄砲を使って消火活動！キミも消防隊員になろう！
3月28日（土）OPEN（予定）

新アトラクションアトラクション
登場！登場！

新アトラクション
登場！

GWGW
イベント速報!イベント速報!
GW

イベント速報!

2月6日（金） 10:00情報解禁日

2015年1月
株式会社よみうりランド



　今年のバレンタインもイベントが盛りだくさん！前回、前々回大会と大好評につき、今年も開催します！「チロルチョ
コpresents　第3回全国チロルチョコ積み選手権～想いの数だけ、チロル重ねる～」。やることはいたってシンプ
ル！制限時間内にチロルチョコをいくつ積み重ねることができるかを競い、よみうりランドでそのＮＯ．１を決めま
す！その他にもペアで楽しめるバレンタインペアチケットの販売やバレンタイン限定のフォトスポットも登場します！
カップルでデートはもちろん、友達同士でも、バレンタインはよみうりランドで決まり！

バレンタイン特別企画！チョコといえば、チロルチョコ！昨年大好評につき、今年も開催します！「チロルチョコ
presents 第3回全国チロルチョコ積み選手権～想いの数だけ、チロル重ねる～」。やることはいたってシンプル！
制限時間内にチロルチョコをいくつ積み重ねることができるかを競い、よみうりランドでそのＮＯ．1を決めます！
優勝者にはなんとチロルチョコを1,000個プレゼント！もちろんバレンタインに友達や大切な人に配ってもＯＫです！
目指せ！ギネス記録！？

バレンタインイベントバレンタインイベント 1その

目指せ！目指せ！ギネスギネス記録!?記録!?目指せ！ギネス記録!?

2月7日（土）、8日（日）、
11日（水祝）  3日間

開 催 日

時　　間
10：00～14：30予選
15：15～決勝

場　　所
太陽の広場特設ブース予選
太陽の広場ステージ決勝

参加定員
各日1,000名予選
上位10名決勝

①予選会をクリアした上位10名が参加
②制限時間2分！3本勝負の合計数でランキング決定
③その他のルールは予選会と同様

4位～10位：チロルチョコ掴み取り1回

予選 ルール 決勝戦 ルール

準優勝
3位：チロルチョコ100個

①制限時間30秒
②1回勝負！
③1段につき1個しか積んではいけない
　(チョコの向きは自由）
④積んだチョコは制限時間経過後、
　5秒キープで記録認定
⑤崩れても再度積み直してＯＫ
⑥不正や他の人を妨害した場合は失格
⑦スタッフの指示に従わなかった場合も失格

賞品賞品賞品
300個　

優 勝 1,000個（1年分）

開催概要

チロルチョコチロルチョコチロルチョコ
チロルチョコチロルチョコチロルチョコ

参加料 １人１回１００円

プレゼント！
崩れた場合は崩れた場合は2個プレゼント！プレゼント！

崩れた場合は2個プレゼント！

積んだ分だけ

※荒天中止 貸出画像①「よみうりランドのバレンタイン」

想いの数だけ、チロル重ねる



よみうりランドのバレンタイン

バレンタインイベントバレンタインイベント 2その

バレンタインイベントバレンタインイベント 3その

特別な1日をおトクに楽しめるバレンタイン限定ペアチケットを販売します。14時から利用できるバレンタインチケットは、アトラ
クション25機種が乗り放題！さらによみうりランド ジュエルミネーションにて開催中の参加型イベント「ジュテーム～絆のメッ
セージ～」がセットになったとってもお得なチケットです！ジェットコースターや観覧車をはじめ、たくさんのアトラクションを楽し
みながら、「ジュテーム～絆のメッセージ～」では南京錠の取り付けやラブフォト撮影などのイベントに参加できます！HPの限定
クーポンをゲットするか、よみうりランドモバイルの会員登録をして、おトクによみうりランドを楽しんじゃおう！

よみうりランドでは、2月1日（日）～3月15日（日）の期間限定で「大学生も“こども”料金」キャンペーンを開催いたします。
遊園地の入園はもちろん、のりもの乗り放題のワンデーパスもこども料金でお楽しみいただけます。さらに2月15日（日）まで開
催中のイルミネーションイベント、よみうりランド ジュエルミネーションのチケットもお得なこども料金でご利用いただけます。
大学生という特権をフル活用し、たくさんはしゃいで笑って、思い出作りをしてください。

2月1日（日）～2月14日（土）（※3、4、10日は休園日）期　　間

2月5日（木）～2月14日（土）（※10日は休園日）期　　間 入園口スカイゲート場　　所

14時から利用できるアトラクション乗り放題パス（ペア）+ジュテーム～絆のメッセージ～内　　容
価　　格 5,000円（消費税込み）

対象期間 2月1日（日）～3月15日（日） ※2/3（火）・4（水）・10（火）、3/3（火）・10（火）は休園日
料　金 おとな料金がこども料金に！（上記料金参照）

料　　金 無料

※ペアチケットHPクーポンをプリントして提示もしくはよみうりランドモバイルの会員登録が必要。※ジュテーム～絆のメッセージ～は16時より参加できます。

アクアエリア内３カ所のスポットを回り、名前や願いを書き込んだ鍵の取り付けやメッセー
ジカードの作成、記念撮影を行う参加型イベント。メッセージカードと写真はフォト台紙に
入れてお持ち帰りいただけます。大切な方との絆を深めるために、またご来園の記念に、ぜ
ひご参加ください。

1回 1,000円
※荒天中止
参加料金

16：00～閉園の30分前まで 受付時間

ジュテーム～絆のメッセージ～とは

開催
概要

バレンタインペアチケットを
5,000円で販売！

バレンタインフォトスポット

ジュエルミネーション限定イベント

ペアペアで楽し
い！ 楽しい！ ペアで楽し
い！ 
ペアペアでおト

ク！おトク！ペアでおト
ク！

愛と影をテーマにしたフォトスポットが期間限定で登場！
カップルで撮影すれば永遠の愛が成就するかも・・・

・大学、短大、専門学校在籍を証明できる学生証提示で上記割引になります。 ・他の割引との併用はできかねます。
・コンビニなどで購入された各種前売券をご利用の場合は、本キャンペーンの割引適用外になります。条 件

大 学 生もこども料金こども料金もこども料金こども料金もこども料金
ナイト
パス
（16時～）

1,300円に！
通常おとな1,800円

（こども料金）

ナイト
入園料
（16時～）

500円に！
通常おとな1,000円

（こども料金）
入園料 600円に！

通常おとな1,200円

（こども料金）

ワンデー
パス 3,000円に！

通常おとな4,000円

（こども料金）



大ヒット上映中！
　3月14日（土）、15日（日）の2日間、お子様に大人気の妖怪ウォッチがよみ
うりランドをジャックする『映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン！』公開
記念イベント「妖怪ウォッチフェスタinよみうりランド」を開催いたします。
　よみうりランド初開催となる「妖怪ウォッチフェスタinよみうりランド」
では、妖怪ウォッチキャラクターショーをはじめ、全国で初登場となる妖怪
ウォッチスタンプラリーやジバニャンふわふわなどイベントが盛りだくさん
です。さらにレア妖怪のジュエル系ジバニャンも登場します。
　お子様に大人気の妖怪ウォッチの世界をよみうりランドで体験しよう。

人間の世界と、妖怪の世界が交じり合うこ
の町には人間ではなく、不思議な妖怪たち
もいっぱい！

迷子の妖怪たちを探しに行こう！園内8か所のポイントを巡って妖怪スタ
ンプを集めよう！全て集めるとオリジナル妖怪シールがもらえるよ！

ジバニャンのふわふわ遊具が登
場！ジバニャンといっしょにおも
いっきりあそぼう！

時 間 各日11:00～/14:00～

賞 品 妖怪ウォッチフェスタ in よみうりランド
イベント限定オリジナルシール ※小学生以下のお子様のみ1日1回ご利用いただけます。

※イベントは荒天時、中止になる場合がございます。

料 金 無料 ※別途入園料がかかります

場 所 太陽の広場ステージ
※観覧スペースには限りがございます。

料 金 200円/1人6分場 所 ふれあい芝生広場

場 所 園内全域

①入園時に小学生以下のお子様にお配りする
　参加券をお受け取りください。
②ふれあい芝生広場のスタンプラリー受付で
　参加キットをお受け取りください。
③すべてのラリーポイントを回り、スタンプラリー受付で
　オリジナルシールをゲット！

時 間 9:00～17:00
※最終受付16:00

14日 10:00～17:0015日

時 間 9：00～17：0014日

※最終受付16：00
10：00～17：0015日 ※混雑回避のため、立ち止まっての

　写真撮影はご遠慮いただきます。
※登場時間・場所など、詳細は
　よみうりランドHPをご確認ください。

※よみうりランドHP又はお問い合わせください。

全国初開催！妖怪ウォッチスタンプラリー

妖怪ウォッチ
キャラクターショー

ジバニャンふわふわ

大人気レア妖怪のジュエル系ジ
バニャンがやってくる！みんなで
握手をして盛り上がろう！

ジュエル系
ジバニャン登場！

参加方法

妖怪ウォッチフェスタ妖怪ウォッチフェスタininよみうりランドよみうりランド妖怪ウォッチフェスタinよみうりランド

『映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン！』公開記念イベント



　3月14日（土）～4月5日（日）の期間、今大注目のダンス＆ボーカルユニット“Dream5”とコラボしたお花見遊園地
「Dream Sakura 2015～僕らのハル!!」を開催いたします。
　春の季節、よみうりランドは約1,000本の桜が咲き乱れるお花見遊園地に大変身します。今春、桜でいっぱいの遊園
地全体で“Dream5”と豪華コラボレーションが実現しました。テーマは「スタートライン」。桜をはじめ、アトラクショ
ン、園内BGMなど遊園地全体に施される“Dream5”こだわりの演出により、新入生や新入社員など、この春スタート
ラインに立つあなたを応援する遊園地を誕生させます。
　一番の注目はメンバー5人をイメージした色とりどり5色のカラーで演出した桜並木「Dream5桜」です。桜並木
「Dream5桜」は、日没後にはライトアップされ、幻想的なの空間が完成します。他にも“Dream5”仕様にゴンドラ内
をラッピングされた大観覧車や、園内BGMなど園内がDream5一色になります。
　また、春のよみうりランドは、他に類をみない一風変わったお花見が楽しめるお花見スポットでもあります。ジェット
コースターからの史上最速？！の“絶叫花見”や観覧車やゴンドラからの“空中花見”など、これまで大人気の遊園地なら
ではのお花見も楽しめます。そして、夜桜がライトアップされるナイター営業や、春の限定ステージなど、この春もイベン
ト盛りだくさんです。
　昼も夜も見渡す限り、桜、桜、桜のイベント盛りだくさんのよみうりランドで、この季節しかできない盛大なお花見をお
楽しみください。

2015年3月14日（土）～4月5日（日）期　間
時　間

※16:00以降は営業アトラクションが異なります。

開催概要

おとな

こども・シルバー

おとな・シルバー

こども

1,200円

600円

4,000円

3,000円
ワンデーパス

おとな・シルバー

こども

1,800円

1,300円
夜桜パス
（入園料込）

入園料 おとな・こども
シルバー共通

600円ナイト入園料

お得な夜桜パス（16:00～）を発売！料 金 ●おとな: 18歳～59歳　●こども: 3歳～高校生
●シルバー: 60歳以上　●2歳以下無料

貸出画像②「園内の桜の様子」 貸出画像④「Dream5」

3月14日（土）～4月5日（日）の期間
「Dream Sakura 2015 僕らのハ

お花見
遊園地
花
園
花
園

桜千本のよみうりランドでDream5と豪華コラボが実現！

大注目のダンス＆ボーカルユニット“Dream5”とコラ
を開催いたします
大注目のダンス＆ボーカルユニット“Dream5”とコラ
を開催いたします

園園
花
園園地園地
花見
園地

本桜千本のよみうりランドでDream5と豪華コラボ豪華華 が実現！

①3月14日（土）～3月20日（金）
※3月15日（日）のみ9:00～17:00
10:00～17:00 ②3月21日（土祝）～4月5日（日）9:00～20:00

情報解禁日：2月6日（金） 10:00



よみうりランドで一番のお花見ポイントである180mの桜並木。
日没後はメンバー5人をイメージした色とりどり5色のカラーラ
イトによるライトアップの演出が施されます。Dream5ファンな
らず、すべての方々に夢の空間を満喫していただけます。

大観覧車のゴンドラ5台の内装をDream5仕様にラッピング
します。Dream5をイメージしたスペシャルゴンドラが期間限
定で登場します。

Dream5によるスペシャルライブを開催！新曲「スタートライン」をはじめ、多数の楽曲を披露予定！みんなで盛り上がろう！

Dream5が遊園地の園内放送にチャレンジします！開園アナウンスに閉園アナウンス、イベントの告知も行います！

貸出画像⑤「桜並木」 貸出画像⑥「大観覧車」

Dream5桜その1

Dream5スペシャルLIVE in 日テレらんらんホールその4

Dream5、園内放送にチャレンジ！その3

大観覧車のゴンドラ5台を

限定ラッピング！その2

桜千本のよみうりランドでDream5と豪華コラボが実現！「Dream Sakura 2015 ～僕らのハル!!～」

3月21日（土）～4月5日（日）期 間

桜並木場 所

3月14日（土）～4月5日（日）期 間

大観覧車場 所

3月14日（土）～4月5日（日）期 間 園内全域場 所

4月5日（日）日にち 遊園地内 日テレらんらんホール場 所 無料 ※別途入園料が必要期 間

当日配布いたします座席指定券をお受け取りください。観覧方法

1回600円
※ワンデーパス・ひよこパス・夜桜パス利用可

料 金

※ラッピングゴンドラはランダムでやってきます。希望しての乗車はしていただけません。

配布時間：9：00～   配布場所：遊園地入園口スカイゲート　座席指定券

「全国ご当地大グルメ祭2015」「全国ご当地大グルメ祭2015」「全国ご当地大グルメ祭2015」「全国ご当地大グルメ祭2015」「全国ご当地大グルメ祭2015」
速報!!
GW 大好評！ 開催決定!!

2015年4月25日（土）～5月6日（水祝）の土日祝 計8日間（予定）開催期間
全国各地から定番のあのグルメから、今注目人気急上昇のあのグルメまで！遊園地と全国各地のご当地グルメ
が楽しめるのはよみうりランドだけ！



新アトラクション・屋外シューティングライド

　3月28日（土）、新アトラクション・屋外シューティングライド「ちびっこ消防隊 けしっぴー」をオープンいたします。
　「ちびっこ消防隊　けしっぴー」は消防車をモチーフにしたレールカートへ乗り込み、城や山に隠れている火の的を
座席前に装備された水鉄砲で撃つ屋外のシューティングアトラクションです。火事になっているお城や燃えている火
山の火を消していき、まるで消防隊員になった気分を味わうことができます。
カートは全部で4台あり、1台あたり2名の乗車ができるので、親子で協力をしたり、友達と競い合ったりして楽しむこ
とができます。消火シーンは火事になっているお城や燃えている火山など4面で構成されているため、様々なシーン
の消火活動を体験することができます。
また、乗車中はサイレンの音や噴射する効果音で演出を盛り上げます。お子様には消防隊員の衣装を貸し出し、消防
隊員気分をさらに高めてアトラクションを体験いただきます。

ちびっこ消防隊　けしっぴー名　　称

3月28日（土）予定オープン日

5歳未満要付添利用制限

2名乗車定員

約2分所要時間1回300円　各種パス利用可料　　金

新アトラクション　ちびっこ消防隊　けしっぴー概要

33月2828日 日 OPEN！OPEN！土 土 3月28日 （予定）（予定）（予定）OPEN！土 



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、「よみうりランドのバレンタイン」「大学生もこども料金」「お花見遊園地『Dream Sakura 2015～僕
らのハル!!～』」「屋外シューティングライド『ちびっこ消防隊 けしっぴー』」「『全国ご当地大グルメ祭2015』開催決定！」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（2015/4/30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

貸出画像 タイトル 希望の
方は○

1貸出画像 よみうりランドのバレンタイン
貸出画像 タイトル 希望の

方は○

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：

2貸出画像 園内の桜の様子

3貸出画像 ちびっこ消防隊 けしっぴー

4貸出画像 Dream5

5貸出画像 桜並木

6貸出画像 大観覧車

株式会社よみうりランド　遊園地事業部企画・宣伝課 奥谷・宮澤  〒206-8725 東京都稲城市矢野口4015-1お
問
合
せ
先

TEL 044-966-1111（お客様お問合せ用） / 044-966-1135（直通） FAX 044-955-6303 H P http://www.yomiuriland.com
携帯HP http://landdog.jp Mail y-okutani@yomiuriland.co.jp  y-miyazawa@yomiuriland.co.jp


