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お問合せ先

春のイベント情報！
2013年 1月

株式会社よみうりランド

新アトラクション情報
～2013年3月16日（土） 2機種同時OPEN!!～

■1,000本の桜が咲き乱れる、知る人ぞ知るお花見スポット
■今年は假屋崎省吾がよみうりランド全体をプロデュース！

3月22日（金）～4月7日（日）

2月18日（月）～3月3日（日）梅の季節に高齢者招待
～貴誌（紙）掲載号持参の60歳以上の方とその同居家族の方は全員入園無料～

ＧＷイベント速報!!「全国ご当地グルメ祭2013」 4月27日（土）～5月6日（月祝）
～昨年大好評の全国のご当地グルメが一堂に集う、食の祭典「全国ご当地グルメ祭2013」の開催が決定！～

お花見遊園地 「よみうりランドSAKURAKUEN」
さ　　　く　　　ら　　　く　　　え　　　ん

貸出画像①「カリフラパー 昨年の様子」
貸出画像② 「假屋崎省吾」

貸出画像③ 「ヒーロートレーニングセンター」

貸出画像④「スイーツカップ」

NEW
アトラクショ

ン

假屋崎省吾プロデュース！

ヒーローに必要とされる能力をトレーニングできる参加体験型アトラクション。俊敏性や観察
力、攻撃力など、自身のヒーローとしての能力を知ることができます。トレーニング数は8つ。ト
レーニングを続け、目指せ明日のスーパーヒーロー！

ヒーロートレーニングセンター

NEW
アトラクショ

ン スイーツカップ
遊園地の定番機種である「コーヒーカップ」をケーキの形にデザインしたオンリーワンの新しい
アトラクション。ショートケーキやチョコレートケーキなど６種類の色とりどりのカップが登場！



3月22日（金）～4月7日（日）期　間 9:00 ～20:30 ※3/22 のみ10:00 ～時　間

※16：00 以降は営業アトラクションが異なります。

　よみうりランド（東京都稲城市）では、2013年3月22日（金）～4月7日（日）の期間、華道家“假屋崎省吾”がプロデュースする「よみう
りランドSAKURAKUEN」を開催いたします。
　2012年春、270ｍの桜並木に「ハートと花びら」をモチーフにした壮大な作品「カリフラパー」を作りだした假屋崎省吾が、今年は
1,000本の桜が咲き乱れるよみうりランドの園内全体をバージョンアップしてプロデュースします。テーマは「ハート＆ラブリー」。桜を
はじめ、アトラクション、フード、園内BGMなど遊園地全体に施される假屋崎省吾こだわりの演出により、これまでにはない新たな春の
遊園地が誕生します。
　一番の注目はたくさんの竹とハートのオブジェを用い、さらに規模感が増したカーリーこと假屋崎省吾のフラワーパーク、桜並木カリ
フラパーです。夜間はライトアップもされ、昼と夜で装いが変わる大掛かりな作品としてご覧いただけます。他にも桜とハートの装飾で演
出される「大観覧車“カーリーラブリーゴンドラ”」、春の遊園地をさらに盛り上げるために假屋崎省吾がセレクトする園内BGM、よみうり
ランドでしか味わえないイベント限定の「カーリーの愛情メニュー」などがお楽しみいただけます。
　また、春のよみうりランドは、他に類を見ない一風変わったお花見が楽しめる桜スポットでもあります。ジェットコースターバンデット
からの史上最速！？の“絶叫花見”や観覧車・ゴンドラからの“空中花見”など、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あったかこたつエリア、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。
よみうりランドSAKURAKUENをはじめ、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。

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

3,900 円

2,900 円
ワンデーパス

入園料 おとな・こども
シルバー共通

おとな・こども
シルバー共通

600 円

1,500 円夜桜パス
（入園料込）

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①「カリフラパー 昨年の様子」 貸出画像②「假屋崎省吾」 貸出画像⑤「園内の様子」

假屋崎省吾プロデュースお花見遊園地假屋昼も夜
も！

さ　く　ら　く　え　ん

「よみうりランド SAKURAKUEN」



おすすめお花見スポット

※園内には缶・ビン類、アルコールのお持込みはできません。お弁当は持込み可。
種類：ソメイヨシノ・ヤマザクラ・シダレザクラなど 9 種
見ごろ：3 月下旬～4 月上旬 本数：約 1,000 本

桜情報

  昼
と夜

 ２度
楽しい

♪

貸出画像⑦
「ゴンドラ スカイシャトル」

長さ 270 メートルの桜並木は坂道になっているので、上から見
下ろすと桜のトンネルがとてもきれい。夜になると桜のライト
アップと「イルミネーション」が楽しめます。今年もこの桜並木
に假屋崎省吾の演出が加わり、より一層華やかな空間に仕上が
ります。

京王線京王よみうりランド
駅とスカイゲートを結ぶゴ
ンドラから眺める桜景色は、
まるでピンクのじゅうたん
の上を飛んでいるよう！よ
みうりランドならではの珍
しいお花見です。

貸出画像①「カリフラパー 昨年の様子」 ※画像は昨年の様子です。

よみうりランド人気No．１コースター「バンデット」は、この時期
“お花見コースター”に大変身！最高地点で桜を見下ろしたと思っ
たら、猛スピードで桜の中を駆け抜けます。「史上最速!?のお花
見」をどうぞお楽しみください。

貸出画像⑥「史上最速のお花見！？ バンデット」

丘の湯（遊園地隣接）では男女計157坪の露天風呂からお花見がで
きます！遊園地で楽しんだあとはお風呂で最高のロケーションをご
堪能ください。（別料金）

貸出画像⑧「よみうりランド 丘の湯」

假屋崎省吾プロデュース・270mの桜並木

「カリフラパー」

空中お花見

ゴンドラ
スカイ
シャトル

最高時速110㎞！

史上最速！？のお花見 バンデット

露天風呂でお花見

よみうりランド丘の湯



よみうりランドで一番のお花見ポイントである270mの桜並
木。昨年は「ハートと花びら」をモチーフにした演出により、癒し
の空間になった桜並木カリフラパーが、今年はたくさんの竹と
ハートのオブジェも加わり、より壮大な作品として登場します。

假屋崎省吾がセレクトした春の季節
にぴったりのBGMが園内に流れま
す。假屋崎省吾がプロデュースするラ
ブリーな桜空間の雰囲気をさらに高
めます。

よみうりランド人気No．１コースター「バンデット」は、この時期
“お花見コースター”に大変身！最高地点で桜を見下ろしたと
思ったら、猛スピードで桜の中を駆け抜けます。「史上最速!?の
お花見」をどうぞお楽しみください。

假屋崎省吾とよみうりランドお化け屋敷制作チームがお届けする恐怖の世界・・・。 詳細は後日送付します。

貸出画像⑥「史上最速のお花見！？ バンデット」

桜並木カリフラパーその1

その3

その6

その4 その5

その2
46台の内、4台のゴンドラがハートでいっぱいのラブリーゴ
ンドラに大変身。愛情たっぷりの空間が楽しめます。たまた
ま乗れたあなたは超ラッキーです！記念撮影もお忘れなく！

大観覧車 ～カーリーラブリーゴンドラ～

ゆっくり、あったか、のんびり! 
今年も「こたつエリア」が登場！

カーリー
セレクションBGM

史上最速！？のお花見 バンデット

假屋崎省吾のお化け屋敷も登場！

昨年に続き、園内の絶好のお花見が楽しめる『フードコート』に
こたつエリアが登場します。こたつでぬくぬく暖まりながら、お
花見をお楽しみください。家族と友達と、最高の仲間たちと一緒
に「花見の宴」をお楽しみください。今年は「こたつでお花見」が
ブームになるかも…。

貸出画像⑨「こたつでお花見」 

その7

春らしく、カーリーらしく、ハートを散り
ばめた華やかなメニューをご用意。よみ
うりランド限定のオリジナル「カーリー
の愛情メニュー」、ぜひお試しあれ！

カーリーの
愛情メニュー

園内５ヶ所のラリーポイントでハートのスタ
ンプを集めて、桜の花びらを完成させよう！ 
ゴールポイントにラリー用紙をもっていく
と、カーリーの花言葉が書かれたおみくじが
引けます。当たりが出れば素敵な賞品をプ
レゼント！

カーリーの花みくじ
スタンプラリー

イベント情報 期　間
3月22日（金）～4月7日（日）

※こたつの使用には、フードコートで販売される「オードブル」の注文が必要です。

桜並木 ※ライトアップ 日没後場 所

園内全域場 所

フードコート前場 所

園内レストラン・売店場 所 園内全域場 所

大観覧車場 所 1回600円
※ワンデーパス・ひよこパス・夜桜パス利用可料 金

園内全域 1回 900円
※ワンデーパス・夜桜パス利用可場 所 料 金



バレンタインペアチケットを4,000円で販売！

誓いの鍵特別企画 カップルで挑戦！「ハートのかくれんぼ」

2013.2/9（土）～2/17（日）
※2/12・13は休園

その１その１

その 2その 2

※ペアチケットのご利用にはHPクーポンの提示、もしくはよみうりランドモバイルの会員登録が必要です。

特別なバレンタインの1日をゆっくりステキに過ごしていただくための特別プランで
す。１４時からとってもおトクなペアチケットを4,000円で販売します。
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、お得
に楽しもう！

ジュエルミネーション“アクアエリア”で開催中の２人の愛を永遠にするといわれる「誓いの鍵～カドナ ダム―ル～」のバレンタイン限
定企画。園内6ヶ所に隠されたハートを探してキーワードを手に入れよう。キーワードを揃えると、南京錠を購入する際、普段より高い
確率でスペシャル南京錠が当たる。さらには豪華賞品が当たるチャンスも！南京錠へ永遠の愛を誓い、素敵な賞品もゲットしよう！

ライトオンパレードダンスチーム“Shine”が
バレンタインチョコをプレゼント

その 3その 3

17時30分から開催するライトオンパレード終了後に、よみうりランドダンスチーム
“Shine”のメンバーからお客様へバレンタインチョコをプレゼント！“Shine”メンバーオ
リジナルのチョコレートをお気に入りのダンサーからもらおう。

ご掲載いただく際には、下記問合せ先までご連絡の上、
掲載紙（誌）をお送り下さい。

お願い

2013年2月18日（月）～3月3日（日）

対　象 60歳以上の方とその同居家族の方

時　間 10：00～ 場　所 園内全域、グッズショップMIKT、
アクアエリア内誓いの鍵販売所

参加費 500円（誓いの鍵・ハートの宝石）

日　時 2/9（土）～2/11（月祝）・2/14（木）
17：35～

場　所 太陽の広場ステージ
※雨天中止

参加費 無料
※限定300個

内　容 貴紙（誌）持参で入園無料
（掲載誌1部につき60歳以上の方1名と
その同居家族の方）

貸出画像⑩「梅の季節にご招待」

　よみうりランド聖地公園は園内に寒紅梅、白加賀など約200本の梅
が咲く観梅スポット。そんな梅の季節に貴紙（誌）掲載号をお持ちいた
だくと60歳以上の方とその同居家族の方はよみうりランド遊園地への
入園が無料となります。

園内に寒紅梅・白加賀・紅千鳥など約200本

梅の季節にご招待梅の季節にご招待梅の季節にご招待
貴紙（誌）掲載号持参の60歳以上の方とその同居家族は全員入園無料！

GW
速報！!

大好評！「全国ご当地グルメ祭2013」開催決定!!
開催期間：2013年4月27日（土）～5月6日（月祝）　計10日間（予定）

よみうりランドのよみうりランドのよみうりランドのよみうりランドのよみうりランドの



この春、よみうりランドに、２つの新アトラクションが登場！

よみうりランドでは、2013年3月16日（土）より「ヒーロートレーニングセンター」と「スイーツカップ」の２つの新アトラ
クションを同時オープンいたします。
　ヒーロートレーニングセンターは、ヒーローになることをテーマにした参加体験型アトラクションです。３つのステップ
で構成される８つのトレーニングで俊敏性や観察力、攻撃力などのヒーローに必要な能力のトレーニングを行います。３つ
のステップをクリアすると能力の判定が行われ、プレーヤーが秘めるヒーローの能力を知ることができます。また、繰り返
しトレーニングをすることで、ヒーローに必要な能力を高めることができます。
　スイーツカップは、遊園地の定番機種である「コーヒーカップ」をより華やかなケーキの形にデザインしたオンリーワン
の新しいコーヒーカップです。カップは、ショートケーキやチョコレートケーキなど、６種類のケーキをイメージしてデザイ
ンされています。

貸出画像③「ヒーロートレーニングセンター」 貸出画像④「スイーツカップ」

2013年3月16日（土） 2機種同時OPEN!!

&

※オープン日近くに、マスコミの方々へ向けてプレスプレビューを予定しております。 詳細が決まり次第、ご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。

スイーツカップ
NEW
OPEN!!ヒーロートレーニングセンター

NEW
OPEN!!



START!!
TRANING

プレイタイム

1st STEP

成功!! ボーナスタイム60秒 失敗 GAME OVER

失敗

120秒

2nd STEP

FINAL STEP

成功!! ボーナスタイム30秒

失敗

成功!!

能力判定

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

GAME OVER 

ヒーロートレーニングセンターはヒーローに必要とされる能力をトレーニングできる参加体験型アトラクションです。このトレーニングセンター
では、８つのトレーニングを通してプレーヤーが秘めるヒーローの能力を判定し、繰り返しトレーニングを積むことで能力を高め、一流のヒー
ローになることを目的とします。
　プレーヤーは120秒のプレイタイムと各ステップをクリアするごとに与えられるボーナスタイムで3つのステップクリアを目指します。
ステップは基礎的な4つのトレーニングを行うファーストステップ、実践的な３つのトレーニングに挑戦するセカンドステップ、そして、最終ト
レーニングができるファイナルステップで構成されます。各ステップの最後には判定ステージが設けられ、判定ステージをクリアしないと次のス
テップに進むことができません。
「全てのステップをクリアし、キミの中に秘めるヒーローの能力を知れ！そしてさらなる高みを
目指して、繰り返しトレーニングを積み、一流のヒーローを目指せ！キミの挑戦を待っている！」

ヒーロートレーニングセンター

ヒーロートレーニングセンター名　　称 2013年3月16日（土）オープン日

3歳以上
（小学生未満要付添）

利用制限

5分～10分所要時間

600円料　　金
※ワンデーパス、ひよこパス利用可

スピード
トレーニング

サーチ
トレーニング

アタック
トレーニング

ブレイン
トレーニング

8つのトレーニングでキミの中に眠る
ヒーローの能力を鍛えろ！

次々と点灯するボタンを素早
くタッチしていき、スピードを
高めていく。

タイムリミット 30秒 タイムリミット 30秒 タイムリミット 30秒

冷静な判断とバツグンの運が要求されるトレーニング。
その全容は2ndステップをクリアした者しか知ることは
できない。

ジャッジメントトレーニング

タイムリミット 残りのプレイタイム

ぼんやりと浮かぶ数字を記憶し、扉のコードを解除する。
記録力を高める。

コード記憶トレーニング

セキュリティー用の赤外線センサーが張りめぐらされ
た敵のアジトに潜入する。

アジト潜入トレーニング

タイムリミット 残りのプレイタイム

うす暗い部屋の中で、特殊ライ
トでヒントを探し出し、答えを
導き出す。

とにかくがむしゃらにパンチ！
キック！を繰り返し、打撃力を
高める。

５つの数字から３ケタの答
えを素早く導き出す。知力
を高める。

タイムリミット 残りのプレイタイム

判定ステージ!!

判定ステージ!!

残ったプレイタイムは次のステップに持ち越せるぞ！

クリアタイムが早ければ有利に！

キミのヒーローとしての潜在能力がわかる。さらなる高みをめざせ。

様々な驚かせギミックに耐え、微動だにしてはいけない。強靭な
心を得る。耐えた時間がキミのプレイタイムに加算されるぞ！

アイアンハートトレーニング

ボーナスタイム　 MAX30秒

ボーナスステージ!!ボーナスステージ!!ボーナスステージ!!

再チャレンジしてヒーローの能力をみがけ！ここまできているキ
ミはヒーローの資質があるはずだ。

おめでとう！ ファイナルステップをクリアしたキミは能力判定に加え
て、ヒーローランキングに登録されるぞ！さらなる高みを目指して、ト
レーニングを続けろ！

TRANING
CLEAR!!

タイムリミット 30秒

貸出画像③「ヒーロートレーニングセンター」



遊園地では定番のアトラクション「コーヒーカップ」を「ケーキ」がテーマにデザインしたオンリーワンのアトラクション。カップの
デザインはみんなが大好きなショートケーキやチョコレートケーキなど色とりどりの６種類が登場します。４人乗りのカップは親子は
もちろん、友達、カップルでも楽しめます。ケーキ型のカップは見た目もとってもキュートなので、記念撮影をして楽しむこともできます。
乗っている人も見ている人も楽しめる「スイーツカップ」はみんなの夢をのせてくるくる回ります。

スイーツカップ概要

スイーツカップ名　　称 2013年3月16日（土）オープン日

5歳未満要付添利用制限 24名 （4人×6台）乗車定員 2分所要時間

300円料　　金 ※ワンデーパス、ひよこパス利用可

貸出画像④「スイーツカップ」

66色のケーキカップ色のケーキカップ6色のケーキカップ色のケーキカップ6色のケーキカップ

プリンケーキショートケーキ マンゴーケーキ メロンケーキ デコケーキチョコレートケーキ



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 SAKURAKUEN」、「よみうりランドのバレンタイン」、「梅の季節にご招待」「ヒー

ロートレーニングセンター」「スイーツカップ」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（2013/4/30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

　　　　　　　　　　　㈱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 カリフラパー 昨年の様子

2貸出画像 假屋崎省吾

3貸出画像 ヒーロートレーニングセンター

4貸出画像 スイーツカップ

5貸出画像 園内の様子

6貸出画像

7貸出画像

貸出画像 タイトル
希望の
方は○

8貸出画像

史上最速のお花見！？ バンデット

9貸出画像

ゴンドラ スカイシャトル

10貸出画像

よみうりランド 丘の湯

こたつでお花見

梅の季節にご招待

8貸出画像


