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報道関係者各位

マーリン・エンターテイメンツ・ジャパン株式会社

夢を与えるレゴ職人に！『マスター・モデル・ビルダー』デジタルコンテスト
7 月 11 日(日)締め切り、参加者には抽選で賞金 10 万円もプレゼント
次世代ボーイズグループ『OWV』スペシャルサポーター就任！

300 万個を超えるレゴ®ブロックで飾られた屋内型エンターテインメント施設、レゴランド®・ディスカバリー・センター東京（運
営：マーリン・エンターテイメンツ・ジャパン株式会社）は、世界初となる『マスター・モデル・ビルダー』デジタルコンテストを開催中
です。『マスター・モデル・ビルダー』は世界に 24 人しかいない、レゴランド®・ディスカバリー・センターに在籍するトップレベルの技
能を持つレゴ職人でお客様に夢や希望を与える、子どもたち憧れの職業です。今回 3 代目となるレゴランド®・ディスカバリー・
センター東京のマスター・モデル・ビルダーを募集するため、現在 1 次審査を受付中。締め切りは 7 月 11 日（日）です。
現在実施中の 1 次審査では、応募者の個性を尊重するため、自分だけのオリジナルレゴ作品の写真、および自己 PR をオン
ラインにて提出していただきます。本 1 次審査では、レゴ好き芸人のお笑いコンビ「ボーイフレンド」黒沼誠さんをはじめ、多岐に
わたるジャンルの方が出場しています。また、出場いただいた方の中から各賞を選出し、最優秀作品賞に賞金 10 万円、優秀
作品賞に 5 万円、特別賞に 3 万円をプレゼントします。2 次審査では、あるテーマに沿った作品の写真を提出。そして 8 月
25 日（水）には、ファイナルコンテストを開催。レゴランド®・ディスカバリー・センター東京 3 代目のマスター・モデル・ビルダーが
決定します。
今回『マスター・モデル・ビルダー』デジタルコンテストの
スペシャルサポーターとして、次世代・ボーイズグループ
￥
“OWV(オウブ)”が就任しました。8 月 25 日の
ファイナルコンテストにも出演します。

▶OWV（オウブ）

ファイナルコンテストでは、レゴビルドのスキルなど多角的な審査を行います。審査員には、 教育評論家の尾木直樹さんや
放送プロデューサーのデーブ・スペクターさんをはじめ、多彩な顔ぶれの出演を予定しています。

★★ レゴランド®・ディスカバリー・センター東京 『マスター・モデル・ビルダー』デジタルコンテスト 概要 ★★
【応募期間】1 次審査：2021 年 7 月 11 日（日）まで
【応募資格】18 歳以上 ※但し 2003 年 4 月 1 日以前に生まれた方
■デジタルコンテストスケジュール
1 次審査
【日程】2021 年 7 月 11 日（日）23:59 (JST)まで
【応募内容】自分だけのオリジナリティ作品の写真と自己 PR を指定のメールアドレスまでお送りください。
※自己 PR の形式は問いません
2 次審査
【日程】2021 年 7 月 20 日（火）0:00 ～8 月 8 日（日）23:59 (JST)
【応募内容】あるテーマに沿った作品と自己 PR ビデオを指定のメールアドレスまでお送りください。
※自己 PR ビデオの形式については 1 次審査通過者に追ってご連絡します
※面接を実施する場合もございます
ファイナルコンテスト
【日程】2021 年 8 月 25 日（水）
【審査方法】審査員の前でレゴ作品を制作していただきます。

■優勝者のマスター・モデル・ビルダーの雇用条件
当社規定に基づき優勝者の希望に柔軟に対応した雇用形態を実施。経験能力、パフォーマンスに応じた給与体系、報酬・
賞与を設定します。
【雇用形態】正社員/契約社員/パートタイマー
【雇用期間】期間の定めなし
【試用期間】6 か月
【勤 務 地】東京都港区台場 1-6-1 DECKS 6F
【勤務時間】9：00～20：00 までの間でシフト勤務相談可
【休憩時間】就業時間内の法で定められた休憩時間
【休日】シフトにより週 2 日以上、その他会社が定める日
【福利厚生】各種社会保険完備、有給休暇制度、リフレッシュ休暇制度
【給

与】当社規定、経験能力に応じて優遇、賞与

※応募方法や応募規約等の詳細については、応募ページをご覧ください。
■応募ページ：https://bit.ly/2T65Nt2

★★ レゴランド®・ディスカバリー・センター東京 『マスター・モデル・ビルダー』 とは ★★
子供たちの遊びながら学ぶ楽しさや創造力を刺激する、レゴブロックをモチーフとした体験型アトラクション施設「レゴランド・ディス
カバリー・センター」に在籍するトップレベルの技能を持つレゴ職人。アトラクションの全てのモデルのデザイン、制作、撤去、設
置、修理を行います。東京の名所を 160 万個以上のレゴブロックで再現したミニチュアのジオラマ「ミニランド」のミニフィグや建
物を独自のクリエイティビティを発揮して表現。また、「クリエイティブワークショップ」では、制作スキルを発揮しながらお客様の目の
前でレゴの楽しさを伝えます。子供たちに夢や笑顔を与える、レゴランド・ディスカバリー・センターにしか存在しない職業です。

★★ 代表者からのコメント ★★
マーリン・エンターテイメンツ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 井上 忠浩（いのうえ ただひろ）
「マスター・モデル・ビルダーはレゴ作りを通して、お客様に感動や喜びを与えることのできる、レゴランド®・ディスカバリー・センター
のみに存在する職業です。レゴランド®・ディスカバリー・センター東京の 3 代目を決める本コンテストでは、施設をさらにクリエイ
ティブで胸躍る体験をお届する、情熱あふれる皆様のご応募をお待ちしています。」

★★ レゴランドⓇ・ディスカバリー・センターについて ★★
レゴランドⓇ・ディスカバリー・センターは、レゴⓇブロック工場見学、レゴⓇ教室、小さいお子様も楽しく遊べるデュプロⓇのプレイ
グラウンド、東京や大阪の街並みを再現したミニランドなど、300 万個を超えるレゴⓇブロックがいっぱいの屋内型施設です。
他にもシューティングゲームや、飛び出す映像にアッ！とおどろく仕掛けがついた 4D シネマなど多彩なアトラクションをご用意して
おり、3 歳から 10 歳までのお子様とそのご家族が楽しんでいただけるコンテンツが盛りだくさんです。当施設は 2007 年にベル
リンで初めて設けられてから、その後アメリカに 6 都市、カナダやイギリスなどにもオープン。現在日本国内では 2 か所で展開を
しています。（2012 年東京オープン、2015 年大阪オープン）

★★ レゴランドⓇ・ディスカバリー・センター東京 概要 ★★
【場所】 東京都港区台場 1-6-1 デックス東京ビーチ アイランドモール 3F
【営業時間】 10 時～16 時 ※当面の間、営業時間を短縮。毎週火曜・水曜を臨時休館といたします。
【入場料金】 当日オンラインチケット 2,500 円/人
※大人 (16 歳以上) のみ、子供 (15 歳以下) のみの入場はご遠慮いただいております。
※2 歳以下のお子様は無料でご入場いただけます。
【お問い合わせ】 TEL：0800-100-5346（11 時～14 時）
【公式ウェブサイト】https://tokyo.legolanddiscoverycenter.jp/

★★ レゴランドⓇ・ディスカバリー・大阪 概要 ★★
【場所】 大阪府大阪市港区海岸通 1-1-10 天保山マーケットプレース 3 階
【営業時間】 10 時～16 時（ショップ 11 時～16 時）
※当面の間、営業時間を短縮。毎週火曜・水曜を臨時休館といたします。
【入場料金】 当日オンラインチケット 2,400 円/人
※大人 (16 歳以上) のみ、子供 (15 歳以下) のみの入場はご遠慮いただいております。
※2 歳以下のお子様は無料でご入場いただけます。
【お問い合わせ】 TEL：0800-100-5346（11 時～14 時）
【公式ウェブサイト】https://osaka.legolanddiscoverycenter.jp/

★★ マーリン・エンターテイメンツ・グループについて ★★
MERLIN ENTERTAINMENTS (マーリン・エンターテイメンツ)はレゴランド®・ディスカバリー・センター、レゴランド®、マダム・
タッソー、SEALIFE など、世界 24 ヵ国で 130 以上の屋内外アトラクション施設を展開する、世界第 2 位のエンターテイメン
ト企業です（2021 年 3 月時点）。日本においては 6 つの施設（レゴランドⓇ・ディスカバリー・センター東京、レゴランドⓇ・
ディスカバリー・センター大阪、マダム・タッソー東京、レゴランドⓇジャパン、シーライフ名古屋、レゴランドⓇ・ジャパン・ホテル）を
運営しており、世界中で年間およそ 6,000 万人のお客様にご利用いただいております。
公式 HP: https://merlinentertainments.biz

＜報道関係者お問い合わせ先＞
マーリン・エンターテイメンツ・ジャパン株式会社 担当: トムリンソン 妙子
TEL: 03-3599-5157 / 080-9210-2283
Email: taeko.tomlinson@merlinentertainments.biz

