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＜報道関係各位＞

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、チケットは日付指定、枚数限定にてインターネット
でのみ販売いたします。チケット販売窓口ではお買い求めいただけません。

今年も日付指定の予約制で！
～開放的な南国プールで癒しのひとときを～

プールWAI 7/3(土)オープン
7/22(木祝)からはナイトプールも開催
2021年6月
株式会社よみうりランド
遊 園 地 「 よ み う り ラ ン ド 」 で は 、 2021 年 7 月 3 日 ( 土 ) か ら 9 月 12 日 ( 日 ) の 期 間 (※) 、 プ ー ル WAI(Water
Amusement Island)をオープンいたします。今シーズンも、混雑を避けるためにインターネットでの日付指定の
前売り販売で入場人数を制限するなど、新型コロナウイルス感染拡大防止の万全な対策に取り組みます。プール
サイドの滞留エリアや女子更衣室も更に拡張し、今まで以上に安心してお楽しみいただけます。
「WAI」とはフィジー語で「水」を意味し、ビーチ感覚のプールサイドやヤシの木などの演出により、都会にい
ながら南国気分を満喫できます。 5つのプールとスリル満点の3種類のスライダーが楽しめる都内屈指のレジャー
プールです。
7月22日(木祝)から9月5日(日)の間は、計38日にわたりナイトプールを開催いたします。プールのライトアップ
やイルミネーションなどの演出が、海外のリゾート地を訪れたような開放的な気分を味わえると好評です。チケ
ットは17時以降入場できる特別価格にて販売いたします。
よみうりランドでは引き続き、「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン
」を踏まえ、お客様と従業員の健康と安全を最優先とし、新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じてまいりま
す。
つきましてはぜひ貴媒体にてご紹介くださいますようお願いいたします。
•(※)期間中の営業日につきましては、公式サイト（https://www.yomiuriland.com/wai/)をご確認ください。

貸出画像「ナイトプール①」

貸出画像「よみうりランド プールWAI全景」

▼報道関係のお問合せ先 株式会社よみうりランド 広報部
〒206-8566

西田・沢藤

東京都稲城市矢野口4015-1 TEL 044-966-9565(直通) FAX 044-966-9699 メール kouho@yomiuriland.co.jp

報道関係以外の方は遊園地よみうりランド総合窓口へお問い合わせください。 TEL044-966-1111（10:00～17:00）
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海外リゾート気分を満喫！

ナイトプール
7月22日(木祝)から9月5日(日)の特定日、合計38日間、ナイトプールを開催いたします。海外のリゾート地
を訪れたような開放的な気分を感じていただけるようプールのライトアップやイルミネーションなどの演出を
予定しております。チケットは17時以降入場できる特別価格にて販売します。

貸出画像「ナイトプール②」

貸出画像「ナイトプール③」

貸出画像「ナイトプール④」

[期

開
催
概
要

間] 7月22日(木祝)～25日(日)、31日(土)、8月1日(日)～31日(火)、9月4日(土)、5日(日)
合計38日間
[時
間] 17:00～20:00 ※遊泳終了は19:45
※営業時間等は変更になる可能性がございます。最新の情報は公式サイトをご確認ください。
[料
金] おとな(18歳～64歳)2,000円、こども(3歳～高校生)・シニア(65歳以上)1,500円
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、チケットは日付指定、枚数限定にてインターネットでの
み販売いたします。チケット販売窓口ではお買い求めいただけません。
[営業エリア] プールWAI全エリア(ダイビングプールは除く)、一部飲食売店
※ジャイアントスカイリバーの営業は19:00まで

それいけ！アンパンマンプールもオープン
お子様に大人気のアンパンマンとその仲間たちがこどもプール周辺をジャック♪それいけ！アンパンマン
プールは、 「水遊びコーナー」、「かびるんるんの谷のスベリ台」、 「バイキンじょうの滝」、「くじらの
クータンのふんすい」と楽しさ盛りだくさん！
※今年度は「ジャムおじさんのパンこうじょう」、「SLマンのふわふわスベリ台」は設置いたしません。

貸出画像「それいけ！アンパンマンプール」
(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV
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よみうりランドプールWAI概要
［名

称］プールWAI (Water Amusement Island)

［営業期間］7月3日(土)～9月12日(日)※期間中休場日あり ［営業時間］公式サイトをご確認ください。
［料
金］
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、チケットは日付指定、枚数限定にてインター
ネットでのみ販売いたします。チケット販売窓口ではお買い求めいただけません。
料金表

おとな
(18歳～64歳)

プール入場料

3,300円

ナイトプール
入場料

2,000円

プール付
ワンデーパス

6,400円

［施

5
つ
の
プ
ー
ル

中高生

2,600円

小学生・シニア

未就学児

(65歳以上)

(3歳以上)

2,200円

プール入場 + 遊園地入園

1,500円
5,200円

4,600円

内容

17時以降のナイトプール入場

3,000円

プール入場+遊園地入園
+のりもの乗り放題(一部制限あり)

設］
1.流れるプール 水面積1,610㎡/水深1.0m
全長250mの定番プール。
2.波のプール 水面積3,323㎡/水深0～1.4m/最大波高0.6m
砂浜を模した渚を有するビーチ感覚のプール。
3.ダイビングプール 水面積150㎡/水深5.0m/飛板式飛込台0.5m、1.0m、2.0m
本格的なダイビングプール。2mの飛込み台は、トビウオのかたちです。
4.スイミングプール 水面積1,052㎡/水深1.1m
泳ぎを存分に楽しめるプールです。
5.それいけ！アンパンマンプール 水面積490㎡/水深0.5～0.6m
くじらのクータンのふんすい・バイキンじょうの滝・かびるんるんの谷のスベリ台・
水遊びコーナーなどちびっこに大人気のアンパンマンの世界が広がります。
※今年度は「ジャムおじさんのパンこうじょう」、「SLマンのふわふわスベリ台」は設置いたしません。

3
種
の
ス
ラ
イ
ダ
ー

1.ジャイアントスカイリバー 700円/１人１回 ※プール付ワンデーパス利用可
幅4m、長さ386m、高さ24.5ｍの滑走面を4人乗りのゴムボートで滑降。スリル満点!!
※ご利用制限5才以上。10才未満の方は中学生以上の付添いが必要。
2.スラロームスライダー 無料 ※ご利用制限 身長110㎝以上
全長107m、最大勾配11度。スライダーならではのカーブの変化が魅力。
3.直線スライダー 無料 ※ご利用制限 身長110㎝以上
全長41.5m、最大勾配28度。スピードとスリルが売りの本格派スライダー。

有
料
席

1.グリーンシート 22席 テーブル1 イス4 デッキチェア2
2.アクアシート 24席 テーブル1 イス3 デッキチェア1
3.サンシート 24席 テーブル1 イス2 デッキチェア1
4.パラソルシート 22席 テーブル1 イス2 デッキチェア2
※料金は公式サイトをご確認ください。

レ
ス
売ト
店ラ
ン
・

1.レストラン ラ・ピシーヌ
カレーやパスタなどのお食事をゆっくりとお楽しみいただけるテラスもあるカフェテリア
2.売店
ヤキソバ、餃子、かき氷、ジュース等の販売、水着やビーチボール等の販売を行っています。
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新型コロナウイルス感染拡大防止策について
１．営業について
・場内の混雑回避のため、入場人数を制限いたします。
・チケットは日付指定、枚数限定にてインターネットでのみ販売いたします。チケット販売窓口では
お買い求めいただけません。
・各種割引券はご利用いただけません。チケットの購入方法などの詳細は、プールWAI公式サイト
（https://www.yomiuriland.com/wai/)をご確認ください。
・シーズンパスおよびウィークデーパスは販売いたしません。
・それいけ！アンパンマンプールは例年より規模を一部縮小して開催します。
・ダンスプラッシュ‼、ウォーターショーなど一部イベントは開催いたしません。
・自治体の要請を踏まえ7月11日まではアルコール類の販売を見合わせます。
・早朝の混雑防止のため、プール場内の有料席は全席予約可能といたします。予約に関する詳細は
公式サイトをご確認ください。

2．感染予防対策
・プールWAI入場ゲート及び場内、スライダー待ち列などでは、グループ間の距離を一定程度確保
いたします。
・女子更衣スペース、パウダースペースを拡張いたします。
・ロッカーは間隔を空けてご利用いただき、こまめにアルコール消毒を行います。
・営業中にお客様が触れる箇所を中心に消毒を実施いたします。
・飲食店、売店の席は間隔を空けて配置いたします。
・場内には消毒液を設置しています。お客様にはこまめな手洗いまたは手指消毒をお願いいたします。
・スタッフは、勤務前の検温と体調チェックを行い、発熱が確認された場合や体調不良の場合は勤務
いたしません。
また一部の監視員を除き勤務中にマスクまたはフェイスシールドを着用いたします。なお、熱中症対
策として、周囲に配慮したうえで、水分補給をさせていただくほか、マスクを外して業務をさせてい
ただく場合がございます。
・その他の感染拡大防止策については公式サイトをご確認ください。

3．お客様のお問合せ先
よみうりランド 電話：044-966-1111

ご案内時間：10:00～17:00

以上の対策を講じることで、お客様にご不便をおかけすることもございますが、何卒ご理解いただけま
すようお願い申し上げます。
※ガイドライン、安全対策ならびに入園制限などについては新型コロナウイルスの感染拡大の動向や専門家の知
見などを踏まえ、必要に応じて見直しをしてまいります。営業内容は予告なく変更となる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。最新情報は公式サイトにてお知らせいたします。
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【場内禁止事項】
●遊泳中のカメラ・携帯電話などを使っての撮影(ただし、波のプール波打ち際及び、それいけ！アンパンマ
ンプールは除く)
●土足及びヒール付サンダルでの入場
●油性サンオイル・日焼け止め(水性は可)の使用
●衣類、オムツを着用しただけでの遊泳(スイミングオムツを使用する場合は必ず水着を上から着用)
●プール場内の指定された場所以外での喫煙(電子タバコなど加熱式タバコも含む)
●ビーチボール以外のボールの使用
●混雑時の4輪キャリーカートの使用
●飲酒をされた方の遊泳
●他のお客様に対する迷惑行為、危険行為と判断されるもの及び恐れのある行為
●入れ墨・タトゥー(ワンポイント・シール含む)をされたお客様の入場(お断り・退場に伴う一切の補償・返
金はいたしかねます。)
【場内お持ち込み禁止物】
●酒類、ビン・缶類
●水中メガネ(ゴーグルは可)・ボディーボード・サーフボード、シュノーケル、足ヒレなど
●デッキチェアー・サマーベット・エアソファー・パラソル類
●サンシェード及びテント(高さ130ｃｍを超えるもの) ※収納時円形にならないものはサイズに関係なく禁止
●クーラーボックス(65ｃｍ×65ｃｍ×35ｃｍ以上)
●イス(80ｃｍ×80ｃｍ×100ｃｍ以上)
●テーブル(60ｃｍ×60ｃｍ×30ｃｍ以上)
●尖ったもの、カミソリなどを含む刃物類
●ペットなどの愛玩動物
●その他危険を伴ったり、他のお客様のご迷惑になると判断されるもの

貸出画像「プールWAI全景」

貸出画像「流れるプール」

貸出画像「波のプール」

貸出画像「ダイビングプール」

▼報道関係のお問合せ先 株式会社よみうりランド 広報部
〒206-8566

貸出画像「スイミングプール」

貸出画像「3種のスライダー」

西田・沢藤

東京都稲城市矢野口4015-1 TEL 044-966-9565(直通) FAX 044-966-9699 メール kouho@yomiuriland.co.jp

報道関係以外の方は遊園地よみうりランド総合窓口へお問い合わせください。 TEL044-966-1111（10:00～17:00）

