2022年6月1日改定
レゴランド®・ディスカバリー・センター東京

団体予約のご案内
レゴランド®・ディスカバリー・センター東京では、団体（15名以上）でご来場の皆様に安全にご入場いただくた
め、時間帯指定の完全予約制を導入しております。お申し込みの際には、以下の内容を必ずご確認の上、お申し込
みいただきますようお願い申し上げます。また、ご不明な点があればEメールにてお問合せください。
【注意】運営上の都合により、以下内容は予告なく、変更をさせて頂く場合がございます。ご了承下さい。
【入場券の種類と料金】
区分

曜日

4 月～5 月

6 月～7 月 18 日

9 月～12 月

1 月～３月

学校団体

平日

1,700

1,800

1,700

1,800

一般団体

平日

1,900

1,900

1,900

1,900

【団体予約にあたっての注意事項】
・大人・子ども合計 15 名様以上からご予約を承ります。
・ご予約は先着順で承ります。ご予約状況によってご希望日でご予約いただけない場合がございます。
・団体様に限り、お食事・お弁当の持込をお願いしております。団体様用専用スペースをご用意しています
（時間指定・制限有・有料）
・団体様のご利用時間は 3 時間制です。
・施設への再入場はできません。
・土日・祝日、ＧＷ、お盆、年末年始等の大型連休・学校の長期休み期間は団体のご予約を承っておりません。
この期間中にご利用をご希望される方は団体用の特別アレンジなしでご了承していただいた場合のみ、一般
チケットを人数分お買い求めの上ご入場ください。
【学校団体料金の適用】
学校教育法に定める学校、児童福祉法に定める一部の施設、および外国人学校が主催し、教職員様が引率する
団体で、同日、同時刻に来場の同一団体に適用いたします。
子ども 10 名につき大人１名無料（教職員様のみ対象）
【一般団体料金の適用】
団体料金は、大人・子ども合計20名以上で同日、同時刻に来場の同一団体に適用いたします。
（例：子ども会・学童保育・スポーツクラブ など）
子ども 20 名につき大人１名無料

【団体のお客様の当日の施設利用について】
◆ 団体様専用昼食スペースについて

【要事前予約・有料】

団体様のお食事につきましては、お弁当の持ち込みをお願いしております。
また、団体様専用スペース(22 席)をご用意しています。
１団体様あたり、60 分間でのご利用でお願いをしております。
申し込み時のご予約状況により、ご希望の時間に添えない場合がございます。
1 団体様

2,000 円

◆ 4D スタジオシネマの予約時間について （定員：100 名） 【要事前予約】
団体のお客様は、施設内 4D シネマの上映時間を当日のスケジュール内にて、ご希望の方は予め優先でご予約を
受け付けております。ご来場人数に応じて、一度または複数回に分かれてのご案内となります。上映時間につ
きましては、運営管理の都合上、当施設側にて調整をさせて頂きますので、予めご理解お願いします。予約時間
に関しましては、
「最終予約確認書」にてご確認ください。
※尚、来場時間が大幅に遅れられた際は、運営の都合上、優先でのご案内ができない場合がございます。
◆ 貸切クリエイティブワークショップ（レゴ教室）について（定員 12～18 名）
【有料・要事前予約】
ご希望の団体様は施設内で開催しているクリエイティブ・ワークショプを貸切でご案内しております。
作成した可愛いレゴをお持ち帰りしていただくことが可能です。
お一人様 500 円（税込）
※お子様人数分をお申込ください。
※引率の先生の同伴をお願いします。
※18 名以上の場合は、2 回以上に分けてのご案内となります。
※予約なしでの団体様のご利用時は、一般のお客様もご利用されますので、
ご案内の保証ができかねます。また団体での独占利用をされないよう数回に分けるなど、ご配慮のほどお願
いします。
◆アクティビティパックについて

【有料・要事前予約（最終確認時に申込ください）】

アクティビティパックとはお子さまがレゴランドをよりお楽しみ頂き、より学習意欲を高めて頂けるアイテム
です。
レゴランドで遊ぶヒント／レゴブロックを組立てるヒント／さまざまなミッションやクイズ／スタンプラリー
など盛りだくさんの内容となった冊子となっております。
追加料金：お一人様 500 円(税込)
スタンプを全て集められるとお帰りの際に可愛いミニフィグがプレゼントされます。

◆

施設内身長制限とアトラクション利用時のご協力事項について
〔キングダムクエスト〕 ライドに乗ってシューティングゲームが楽しめるアトラクション。
●身長 130 ㎝未満のお子様は大人（中学生以上）の同乗が必要です。
（大人 1 名につき、子供 2 名まで同伴可
能）
・定員：1 台最大 5 名乗り（※大人の場合は 4 名まで）
・所用時間：約 4 分
●一般のお客様も利用されますので、利用時には、予め大人の方とお子様の組み合わせをお決め頂いた上で、
整列のご協力をお願いします。
〔マーリンアプレンティス〕 ペダルを漕いで上下に動くメリーゴーランドのような乗り物です。
●身長 90cm 以上のみ利用可能。また、120cm 未満のお子様は大人（18 歳以上）の方の付き添いが必要
※大人のみの同乗は不可。121cm 以上のお子様は 2 名様～5 名様で同乗いただけます。
・定員：1 台 2 名乗り（×6 台）
。一度に最大 12 名のご利用となっております。
・所用時間：乗車安全確認→運転→次のお客様の乗車まで 8〜10 分程を要します。
●一般のお客様も利用されますので、利用時には、予め同乗される方の組み合わせをお決め頂いた上で、整列
のご協力をお願いします。また、大人数の団体様に関しては全員のお子様が一度に整列されますとかなりの
時間を要することが予想されますので、予めご理解ください。
〔レゴ®ニンジャゴーシティアドベンチャー〕(事前予約可) アスレチックのような大きなプレイゾーン。
●身長148cm以下のお子様のみ入場可能
●最大収容人数:50名。混雑時は15分の時間制限あり。定員を超えた場合は順番に交代してお楽しみ頂きま
す。
●土足厳禁
キングダムクエスト

レゴ®ニンジャゴーシティアドベンチャー

マーリンアプレンティス

◆ご予約の基本的な流れ

１． 「団体予約申込書」の送付
ご予約にあたり、初めに「団体予約申込書」を Email(Tokyo@legolanddiscoverycenter.com）にお送りくだ
さい。
当施設にて、
「団体予約申込書」を受け取りましたら、3 営業日以内（平日）に担当より Email にてご回答
します。ご希望に添えない場合は入場時間等ご相談させていただきます。
※ご利用日 7 営業日前より、キャンセル料が発生致しますので、ご注意ください。
２． ご利用 7 日前までに最終確認（最終人数確定+お食事の申込）
人数の変更やお弁当の個数の変更がある場合は、ご利用日の 7 営業日前までに最終の人数や個数をご確認
いただき、必ず Email でご連絡ください。
※こちらが、最終確定内容となります。これ以後の、人数変更が発生した場合、4Ｄシネマの団体鑑賞など
ご対応できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
※変更の連絡がない場合は、ご予約時の「団体予約申込書」記載内容にて、最終の確定内容とさせて頂き
ます。
３.

最終金額のお支払い （支払方法：銀行事前振込みまたは当日払い）
最終確認後、7 日営業日前に「最終予約確認書」と「請求書」を送付致します。事前振り込みを選ばれた場
合は、請求書記載日までにお支払いをお願い申し上げます。

【基本的なご予約の流れ】
団体予約申込書送付

回答送付（3 営業日以内）

レゴランド®・

お客様

【ご利用日 7 営業日前】

ディスカバリー・
センター東京

最終予約の確認連絡

お支払い

◆キャンセル規約

ご予約をお取り消しされるお客様へは下記内容に基づいてキャンセル料を頂きますのであらかじめご了承くだ
さい。
＜団体予約の全キャンセル＞
キャンセル日（利用営業日前日起算）

キャンセル料

※ご利用日の 6 営業日前（最終確定後）〜

最終確定内容金額 100％

当日

※ご利用 6 営業日前以後にご予約をお取り消しされたお客様へはご請求用紙を送付させて頂きますので、指定
期日までに、指定口座までお振込みください。
＜人数変更による減員＞ 事前振込・クーポン支払い
キャンセル日（利用営業日前日起算）
ご利用日 45 日〜営業 7 日前

キャンセル料
無料
（最低人数合計 20 名を下回らないことが条件）

※ご利用日の 6 営業日前
（最終確定後〜当日

減員人数分×100％

※例：1 月 12 日利用 大人 1 名、子ども 50 名＝合計 51 名で予約
①1 月 1 日（11 日前）時点：
●全予約キャンセル：子供料金×20 名分のキャンセル料発生
●人数の減員：最低（合計）20 名以上であれば、人数の減員は無料で可能
（例）子供 50 名から 30 名への変更→20 名分無料で可能
②1 月 11 日（前日）時点：
●全予約キャンセル：最終確定内容金額 100％ 発生
●人数の減員：減員人数分×100％ 発生

＜人数変更による減員＞ ※当日現金支払の場合
20 名を下回らなければキャンセル料は発生いたしません。

※当日支払の場合、ご入場はご精算後になります。
※学級閉鎖等、止むを得ない事情、自然災害等によるキャンセルの場合は、お日にちの変更とさせていた
だきます。

