
＜報道関係各位＞

2021年7月1日
株式会社よみうりランド

〒206-8566 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

▼よみうりランドに関するお問合せ先 株式会社よみうりランド 広報部 川島・西田・沢藤

自然の中に隠れている「ポケモン」を、手がかりを元に探すネイチャーアドベンチャー
『Pokémon WONDER』(ポケモンワンダー)を、2021年7月17日より遊園地「よみうりランド」
敷地内にオープンします。

詳細は添付の株式会社ポケモンによるプレスリリースをご覧ください。

『Pokémon WONDER』
ポケモンワンダー

7月17日(土)オープン

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。

東京郊外の自然の中で「ポケモン」を探す「ネイチャーアドベンチャー」

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）

【本件に関するお問い合わせ先】
ポケモンPR事務局（㈱プラチナム内）高橋・山田・小菅

TEL: 03-5572-7351 FAX: 03-5572-6075 MAIL: pokemon_pr@vectorinc.co.jp

※このニュースは下記のクラブに配布しております。
東商記者クラブ、国交省交通運輸記者会、日本旅行記者クラブ、
レジャー記者クラブ

＜権利表記＞
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
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情報解禁日：2021年7月1日（木）14時 CONFIDENTIAL 

 

 

東京郊外に広がる自然の中で「ポケモン」を探す 

ネイチャーアドベンチャー「Pokémon WONDER」 

2021年7月17日（土）オープン 

ポケモンと自然に触れ合う感動を。 

“センス・オブ・ワンダー”に満ちた、かつてない冒険へ 

本日7月1日（木）より予約開始！ 

公式HP：https://wonder.pokemon.jp/ 
 

 

株式会社 ポケモン（東京都港区、代表取締役社長:石原恒和）は、自然の中に隠れている「ポケモ

ン」を探す、ネイチャーアドベンチャー『Pokémon WONDER（ポケモンワンダー）』を、2021年

7月17日（土）よりオープンします。 

ロケーションは、よみうりランドの奥深くに位置する、公開されていなかった自然エリアです。 

2021年度の開催期間は、2021年7月17日（土）～2022年4月3日（日）を予定しております。 

＊開催は不定期です。詳しくは、「アソビュー！」購入ページをご確認ください。 

2021年7月1日（木）リリース 
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■子供から大人まで、「ポケモン」を通じて自然の豊かさを感じてほしい 

子供から大人まで、「ポケモン」を通じて、自然と触れ合う喜びを知ってほしい。 

草木をかき分け、頭をひねり、家族や仲間と力を合わせて「ポケモン」を探す。 

広大な自然の中で夢中になって、“センス・オブ・ワンダー”——自然の神秘や不思議に目をみはる

感受性——を育んでほしい。そんな想いから、『Pokémon WONDER』は生まれました。 
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■自然と調和する、温かみのあるポケモンたち 

CGでも、アニメでも、ぬいぐるみでもない。植物から太陽光まで、「自然」との調和をコンセプ

トに、さまざまなかつてない手法で、「ポケモン」たちを表現しています。 

 

 
 

■20年近く手つかずの森が、冒険の舞台に 

よみうりランドの奥深く——約20年間手つかずだった広さ4500㎡の森が、『Pokémon WONDER』

の舞台です。草原から竹林まで、次々と変わる風景をめぐりながら、「ポケモン」を探します。 

 

 

 

 

 

トランセル 

棕櫚（シュロ）の1枚の葉を織り込み、 

グミの葉を目に 

モクロー 

楠（クスノキ）を木彫して形づくり、 

椿（ツバキ）の葉を蝶ネクタイに 

オムナイト 

大理石を石彫してエイジング 

タネボー 

北海道どんぐりに木製の足を付けて 
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■ポケモンリサーチャーとなって自然に飛び込む 

参加者はポケモンリサーチャーとなって、クレソ博士の調査隊の一員となります。 

調査ノートをよく読んで、草の中、水の中、土の中——自然に飛び込み草木をかき分け、「ポケモ

ン」を探していきます。 

 
 

 

 

 

 

 

①クレソ博士（CV:坂本真綾）と 

ピカチュウ（CV:大谷育江）から、 

オリエンテーションを受ける 

②手がかりを、よく読む 

③最初のエリア 

「ワンダーフィールド」に到着 

④草をかき分け、痕跡を探す 

⑤痕跡をたどる ⑥隠れていたナゾノクサを発見！ 



 

5 

情報解禁日：2021年7月1日（木）14時 CONFIDENTIAL 

 

■50種類を超える「ポケモン」を探す2つのコース 
50種類を超える「ポケモン」は、2つのコースに分かれて隠れています。 

参加者は、6名まで同時に参加可能。約90分の間に、3つのエリアをめぐって「ポケモン」を探索。

最初のエリアを除いて、各コースは単独グループで調査できます。 

 

 

 

■領域を横断するクリエイティビティから自然と「ポケモン」の新しいつながりが生まれ

る 

『ポケットモンスター』の原点は、原作者が少年時代に熱中した昆虫採集。 

日常生活で失われつつある本物の自然との触れ合いを、「ポケモン」を通じて取り戻す——プロジ

ェクトに共鳴した、世代と領域を越えたクリエイターや職人たちが集結。「ポケモン」でしかでき

ない、新しい自然体験を生み出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コース1 : 古代の石垣 コース2 : ささやきの竹林 
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■企画／演出／クリエイター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■基本情報 

＜開催期間＞ 

2021年7月17日（土）～2022年4月3日（日）予定 

※開催は不定期です。事前に「アソビュー！」購入ページをご確認ください。 

※2022年度開催については、現時点では未定です。 
 

＜開催会場情報＞ 

よみうりランド内 

〒206-8725 東京都稲城市 矢野口4015-1 

https://www.yomiuriland.com/ 

 

本山 敬一 
SIX INC. クリエイティブディレクター 
2013年、クリエイティブカンパニー『SIX』を設立。
「A Fusion of Technology with Humanity」をテーマ
に、メディアを問わず心に残る体験を作る。 
 
主な仕事に、『Pokémon GO』グローバルトレーラー、
『ポケットモンスター ソード・シールド』グローバルC
M、2018年『紅白歌合戦』グランドオープニング、BEA
MS 40th MV 『今夜はブギー・バック』、Google Chro
me 初音ミク CM、amazarashi 武道館公演『新言語秩
序』など。 
カンヌライオンズ、文化庁メディア芸術祭をはじめとし
た国内外のアワードで受賞多数。 
 

松丸 亮吾 

RIDDLER株式会社 代表取締役、謎解きクリエイター 

東京大学に入学後、謎解き制作サークルの代表をつと

め、さまざまな分野で一大ブームを巻き起こしている

“謎解き”の仕掛け人。 

監修の書籍『東大ナゾトレ』シリーズは、累計155万部

以上。その他、著書多数。 

（2021年5月時点） 

 

現在は、「考えることの楽しさを全ての人に伝える」

を目標に東大発の謎解きクリエイター集団RIDDLER株

式会社を立ち上げ、仲間とともにさまざまなメディア

に謎解きを仕掛けている。 

 

https://www.yomiuriland.com/
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＜チケット内容＞ 

大人（中学生以上）通常料金 1名 4,900円 、小学生 通常料金 1名 1,800円 

＊よみうりランド入園料、消費税込（プール・アトラクションを利用は別途料金が必要） 

＊参加料金については、「アソビュー！」購入ページを必ず事前にご確認ください。 

 

※所要時間：約90分 

※1グループは最大6名まで 

※安全管理上、未就学児の参加は不可。 

※小学生の参加には満18歳以上の大人の同伴（大人1名につき小学生2名まで：要参加料）が必要。 

※キャンセル・返金・変更はお受けしておりません。期限内にご利用ください。 

※利用時間に受付会場に遅刻した場合、キャンセル扱いになりますのでご注意ください。 

入園口から受付会場へは約10分程度かかります。お時間に余裕をもってご来園ください。 

※気象条件や、会場都合で営業を中止する場合のみ、ご返金させていただきます。 

 

重要≫新型コロナウイルスの流行等により遊園地が休園となる場合、本イベントの営業も中止とな

ります。その場合はご返金させていただきます。予めご了承ください。 

＜チケットの利用方法＞ 

よみうりランド入園口改札にて購入したチケット画面をご提示ください。イベント受付時も同じチ

ケット画面のご提示をお願いします。 

※遊園地に入園する際はグループお揃いになってからご入園ください。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部アトラクションの休止および園内での感染対策を

実施しております。詳しくはよみうりランド公式HPをご確認ください。 

 

＜参加方法＞ 

「アソビュー！」の購入ページより、日時と人数を指定し購入ができます。 

1回の購入で、大人・子供合わせて最大6名まで購入が可能。購入時の人数や組み合わせのみで参加

できます。 

体験当日は、表示されるQRコードを読み取るだけで入場が可能です。 

 

▼「アソビュー！」購入ページURL／QRコード 

https://www.asoview.com/channel/tickets/EwWA0nCyCe/ 

 

 

 

 

 

https://www.asoview.com/channel/tickets/EwWA0nCyCe/
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＜ご利用条件＞ 

●参加時の注意事項 

・注意事項にご同意いただける方のみ、ご参加いただけます。 

・満18歳未満の方は必ず保護者の同意を得てご参加ください。 

・荒天中止（営業状況はよみうりランド公式Twitter等で告知） 気象条件やメンテナンスにより、

予告なく営業を中止・中断する場合がございます。 

・チケット記載の利用時間までにイベント受付にお越しください。遅れた場合は、自動的にキャン

セルとさせていただきます。  また、状況により、開始時間が遅れる場合がございます。 

・エリアには段差など足元が悪い場所が多くございます。ヒール・サンダルでの参加はお断りさせ

ていただきます。 

・服装は汚れても良い長袖・長ズボンを推奨。季節によって防暑・防寒対策をお願いします。 

・予告なく仕様が変更となる場合がございます。 

・スタッフの指示を守りご参加ください。お守り頂けない場合は退場いただく場合がございます。

その場合の返金対応は一切いたしかねます。 

・車いす、ベビーカーでの参加はご遠慮いただいております。 

・ペット、盲導犬・介助犬・聴導犬を連れてのご参加はお断りしております。 

・持ち込み禁止物   

【ロッカー（幅41cm×奥行51cm×高さ83cm）に入りきらないお荷物、危険物、火器、臭気物、

その他危険物または運営側で不適切と判断した物品】 

・健康に不安のある方、妊娠中の方、泥酔状態やマナーの悪い方のご参加はお断りしております。 

・暴力団関係者・反社会的団体組織関係者の方の入園・参加はお断りしています。 

・チケットの転売は禁止です。転売にて購入されたチケットではご入園いただけず、その場合は一

切の責任を負いません。 身分証のご提示をお願いする場合がございます。 ※身分証：免許証、各

種保健証、学生証、パスポート、マイナンバーカード等、氏名/年齢が確認できるもの。 

 

●エリアでの注意事項 

・撮影禁止エリア以外では写真・動画の撮影が可能ですが、他のお客様へのご迷惑とならないよう

お気をつけください。 照明および一脚、三脚、自分撮りスティック等の補助機材は使用できませ

ん。 

・マップ、調査ノートの内容公開は禁止しています。 

・水を使った演出があります。携帯電話など電子機器の管理はご注意ください。 

・一部、光の刺激が強い場所や、暗い場所がございます。下記に該当する方はご注意願います。光

刺激で筋肉のけいれんや意識の喪失などを引き起こしたことのある方、閉所・暗所に対して極度に

恐怖を感じる方。 

・光の点滅/点灯、大きい音などの演出がございます。 

・プロジェクター、センサー、ライト、その他機材には、安全のため絶対にお手を触れぬようお願

い致します。 



 

9 

情報解禁日：2021年7月1日（木）14時 CONFIDENTIAL 

 

・ロッカーキー、アイテムなど貸出品を紛失した場合、実費でお支払い頂きます。 

・エリア内は全面禁煙です。 

 

●その他 

・ご参加に際して起こった死亡、負傷その他事故、及び損失・損害・その他トラブルについては、

主催者・イベント後援および協賛社・本展の関係者は、いかなる責任も負いかねます。 

・都合により営業を中断・中止する場合がございます。その場合、参加にかかる旅費などの保証は

行なっておりません。 

・貴重品は各自の責任にて管理をお願い致します。万一、盗難・紛失が発生した場合、主催者は一

切の責任を負いません。 

・取材・撮影を予告なく行う場合がございますので、予めご了承ください。撮影用途に関わらず写

り込みにご同意いただけない場合は、スタッフへお声掛けください。 

・事前承諾のない商業目的の撮影や取材はお断りしております。 

 

 

■『Pokémon WONDER』公式サイトのURL 

https://wonder.pokemon.jp/ 

 

＜株式会社よみうりランド＞ 

東京都稲城市と川崎市多摩区の県境に位置する、首都圏最大級の遊園地 。 

新宿・渋谷から約35 分と都心からのアクセスが良好で、多摩丘陵の大自然に囲まれています。 

桜やプール、イルミネーションなど、四季折々のイベントも好評。 

2016年3月には、ものづくりが体感できる新遊園地エリア「グッジョバ‼」が OPEN し、 

お子様からシニア層まで、3世代でお楽しみいただけます。 

 

＜アソビュー株式会社＞ 

「ワクワクを すべての人に」をミッションとし、休日の便利でお得な遊びの予約サイト「アソ

ビュー！（URL：https://www.asoview.com/）」を運営。2015年4月22日にはJTB、YJキャピ

タル、グロービス・キャピタル・パートナーズ、ジャフコを引受先とする総額約6億円の第三

者割当増資の実施、及びJTBとの業務提携を発表しています。 

 

＜株式会社ポケモン＞ 

ポケモンのブランドマネジメントを目的として設立。現在では、原点となる「ゲーム」をはじめと

して、「カードゲーム」「TVアニメや映画などの映像作品」「グッズ」「タイアッププロモーショ

ン」「イベント」「直営店舗であるポケモンセンター」などを展開し、それらすべてをプロデュー

スしております。 

 

https://wonder.pokemon.jp/
https://www.asoview.com/
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＜権利表記＞※記事に必ずご掲載くださいますよう、お願いします。 

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. 

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標

です。 

 

 

 
＜報道関係各位からの本情報についてのお問い合わせ窓口＞ 

ポケモンPR事務局（(株)プラチナム内）山田・滝田・三浦 

e-mail：pokemon_pr@vectorinc.co.jp 

 


