2021年11月4日
株式会社よみうりランド

＜報道関係各位＞

※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

【取材のご案内】

よみうりランド「SPACE factory」オープニングセレモニー
日時：2021年11月12日(金)
会場：よみうりランド内「SPACE factory」 前
〈オープニングイベント〉10:00〜11:00(受付9：15〜)
〈プレス体験会「リポビタンロケット☆ルナ」〉11:30〜13:00

人気急上昇中の“空気階段” が博士姿を披露！!
水川かたまりが流行語大賞を狙う「サイコゥ!サイコゥ!サイコゥ!」を連発！
JAXA公認宇宙好きタレント、黒田有彩さんが宇宙の魅力を熱弁！
最後にはゲスト全員から『今年やり残したこと』を発表！
よみうりランドは、ものづくりが体感できる「グッジョバ‼」エリア内に、新アトラクションゾーン「SPACE factory」を2021年11月12日(金)
にオープンいたします。オープンを記念してお笑い芸人の「空気階段」さん、タレントの「黒田有彩」さんをゲストに迎え、10:00から『よみうり
ランド「SPACE factory」オープニングセレモニー』を開催いたします。
セレモニーでは、空気階段の鈴木もぐらさんが、ワークショップ「リポビタンラボ」に登場するキャラクター「リポ博士」に扮して登場し、白衣姿
でイベントを盛り上げます。さらにトークショーの最中では、空気階段のお二人と黒田有彩さんが、新アトラクション「リポビタンロケット☆ルナ」
「ファイト イッパーツ！」に乗車。リポビタンDの製造工場から宇宙へ飛び出す「ルナ」のファンタジーな演出や、アップダウンしながら座席部分
が水平回転する「ファイト イッパーツ！」の動きは必見です。
本イベントの取材、並びに個別取材をご希望される媒体様は 、11月11日（木）17：00 までに別頁の返信用紙またはメールにて
ご返信いただけますと幸いです。※個別取材は先着順でのご案内となりますのでご了承くださいませ。
ご多忙とは存じますが、是非ご取材賜りますよう、お願い申し上げます。

<イベント概要>
名称
日時
場所
登壇者

ゲスト

：よみうりランド「SPACE factory」オープニングセレモニー
：11月12日（金） 10:00～（受付開始9:15～）
：よみうりランド内「SPACE factory」前
（〒206-8725 東京都稲城市矢野口4015-1）
：【主催】株式会社よみうりランド 代表取締役社長 溝口烈
【来賓】大正製薬株式会社 代表取締役社長 上原 茂氏
よみうりランドマスコットキャラクター グッド＆ラッキー
：空気階段（鈴木もぐらさん・水川かたまりさん）
黒田有彩さん

空気階段さん

黒田有彩さん

◆11:30〜13:00の間、プレスの方を対象に「リポビタンロケット☆ルナ」乗車体験会を開催します。
ご希望の場合は別頁の返信用紙への記入・又は当日受付の際にお声がけください。
※よみうりランドでは、「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対策に取り組んでおります。また、安全安心なテーマパーク・遊園地の運営に関する取組として「ワクチン・
検査パッケージ」の技術実証を実施しています。

▼報道関係のお問合せ先
株式会社よみうりランド 広報部 川島・西田・沢藤

〒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

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 ご案内時間 10:00～17:00

よみうりランド NEWS RELEASE

【イベント内容】
09：15～
10：00～
10：02～
10：04～

受付
オープニング
施設概要紹介
主催挨拶
(株式会社よみうりランド 代表取締役社長 溝口烈)
10：07～ 来賓挨拶
(大正製薬株式会社 代表取締役社長 上原 茂氏)

10：45～ 閉会挨拶
10：47～ ゲスト囲み取材・個別取材 等
11：00～ アンバサダー優先乗車
11：30～ プレス体験会(リポビタンロケット☆ルナ）
※最終受付12：30
13：00～ リポビタンロケット☆ルナ 一般営業開始

10：10～ ゲスト登場
ゲスト：空気階段（鈴木もぐらさん・水川かたまりさん）
黒田有彩さん
10：13～ テープカットセレモニー
10：18～ フォトセッション
10：20～ ゲストトークショー＆アトラクション体験

【会場のご案内】

受付
SPACE factory

＜注意事項＞
※会場へは、ムービーは抽選、スチールは先着順にてご案内させていただきます。 抽選のくじを引く順番は受付先着順となります。
9:30より受付横にて抽選を行います。 抽選に参加されなかった媒体に関しては、抽選参加媒体がカメラ位置を決定後、
空いているスペースに先着順でご案内いたします。
※会終了後も、園内の撮影が可能です。（事前に担当者までご連絡ください）
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【ゲスト】

空気階段（くうきかいだん）
鈴木もぐら・水川かたまり
NSC東京17期生 鈴木もぐら・水川かたまりによる実力派コント師。
キングオブコント 2021 優勝
ファーストステージでは史上最高得点を獲得。
もぐらと、メガネのかたまりによる独特な世界観のあるコントが人気。
2人の人生経験から引き出される魅力で念願のキングオブコント優
勝を勝ち取った。
単独ライブも即完売、オンラインチケット売上1万枚 突破し、
今勢いが 1 番あるお笑いコンビ。

黒田有彩（くろだ ありさ）
出身校：お茶の水女子大学理学部物理学科
中学時代、作文コンクールで入賞しNASAを訪問したことをきっかけに宇宙の虜に。
宇宙飛行士の試験に必要となる専門分野での“実務経験”を「タレントとして宇宙
の魅力を発信すること」と定め、JAXA宇宙飛行士試験の受験を目指している。
2016年11月、個人事務所 兼 宇宙の魅力を幅広く伝えるコンテンツを企画する
法人・株式会社アンタレスを設立し代表取締役に就任。 2017年4月から文科省
JAXA部会臨時委員に就任 。
2020年4月1日よりYoutube 番組「黒田有彩もウーチュー部」を開設。
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宇宙を舞台に遊んで学べるファクトリー

「SPACE factory」11月12日(金)オープン‼
日本初のアトラクション2機種＆ワークショップ新設
「SPACE factory」は、大正製薬株式会社がパートナー企業となり、同社のドリンク剤「リポビタンD」をテーマにしたアトラクショ
ンとワークショップが楽しめる近未来のファクトリー(工場)です。
リポビタンDの製造工場と宇宙旅行のファンタジーを体感できる日本初のスイング式吊り下げ型コースター「リポビタンロケット☆
ルナ」と、日本初の回転型ホッピングタワー「ファイト イッパーツ！」のアトラクションの他、お薬づくりが疑似体験できるワークショッ
プ「リポビタンラボ～リポ博士とヒミツの研究～」を常設いたします。「SPACE factory」は、宇宙開発を目指して頑張る人々を
応援する大正製薬のプロジェクト「リポD SPACE PROJECT」の一環です。

■リポビタンDを作って、宇宙に元気を届けよう！

「リポビタンロケット☆ルナ」

座席が前後左右に揺れる日本初の吊り下げ型コースターに乗って、前半にリポビタンDの製造工場を巡り、後半は宇宙旅行気
分が楽しめます。製造工場では、リポビタンDの調合や瓶詰めの充填など、リポビタンD完成までの一連の製造工程が体感でき、
「月までの宇宙旅行」では、スリルも味わいながら、宇宙空間を疾走します。アトラクションの途中ではゲームもあり、結果によってエ
ンディングも変わります。

《ココが日本初！》
座席が左右だけではなく
前後にも揺れる吊り下げ型コースター
【概要】
[アトラクション名] リポビタンロケット☆ルナ
[料金] 1,000円 ※各種パス利用可
[利用制限]身長110cm以上、130cm未満要付添
[定員] 1台につき4名 [全長] 550m
[最高到達地点] 15.5m
[所要時間] 約2分 [最高速度] 38.9km/h
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■元気あふれる爽快ライド！

「ファイト イッパーツ！」

ホッピングするようなアップダウンを繰り返しながら、座席部分が回転する日本初のアトラクションです。
おとなもこどもも楽しめるファミリーライド。エンディングでは「ファイト イッパーツ！」の決めゼリフとともに、瓶から水しぶきがあがります。

《ココが日本初！》
アップダウンを繰り返しながら水平回転
【概要】
[アトラクション名] ファイト イッパーツ！
[料金]500円 ※各種パス利用可
[利用制限]身長105cm以上
120cm未満、 6歳未満要付添
[定員] 10名(2人乗り×５台)
[高さ] 約12m [所要時間] 約70秒
※水しぶきは時期によって行わない場合がございます。

■お薬づくりの疑似体験ができるワークショップ

「リポビタンラボ〜リポ博士とヒミツの研究〜」
実際に錠剤を作る機械「打錠機」(だじょうき)で、錠剤に見立てたラムネ菓子づくりを行います。リポ博士が月の研究所で開発
した「ラ・ムーネDのもと(顆粒)」で人々を元気づける「ラ・ムーネD」を作ることができます。種類は、リポビタンD風味の他、様々な
味もご用意します。「ラ・ムーネD」のサイズは直径5cmと巨大です。一日研究員になって、ここだけの体験をお楽しみいただけま
す。
【概要】
[名称] リポビタンラボ ～リポ博士とヒミツの研究～
[料金]400円 ※各種パス利用不可
[利用制限]小学生未満要付添
※小学生未満の付添は、参加者1名につき1名無料
[所要時間] 1回約30分 ※参加には整理券が必要です。
[その他] ラ・ムーネDは食品(ラムネ菓子)です。

グッジョバ‼とは
2016年3月にオープンしたグッジョバ!!は自動車、食品、ファッション、文具の4業種のものづくりが親子三世代で体感できる
遊園地エリアです。
アトラクションやワークショップを通じて、お互いに協力・競争し、遊びながら日本のものづくりの素晴らしさを学ぶことができます。
2021年11月、グッジョバ‼を拡大し、健康カテゴリーの新アトラクションゾーンをオープンすることで、より一層家族・友人の絆
を深められる場を目指します。

リポD SPACE PROJECTとは
【背景】2010年、宇宙の旅から帰還し、世界を感動させた小惑星探査機「はやぶさ」。2005年、2度目のタッチダウンの日、こ
の大事業を成功に導いたプロジェクトチームのブログの中に時間の経過と共にリポビタンＤの空き瓶が増えていく様子がありました
。それをきっかけとして、小惑星探査機「はやぶさ」「はやぶさ２」の応援活動など続けながら、宇宙開発を目指している人々の後
押しに思いを巡らせて参りました。
【概要】『リポビタンＤ 小惑星探査機「はやぶさ２」応援限定ボトル』の発売や、人気漫画「宇宙兄弟」とのコラボ企画の実施
、宇宙関連イベントへの協賛やサンプリング活動また、応援メッセージを募集する活動を継続します。プロジェクトホームページや
、Twitter【リポＤ】宇宙応援部などで情報発信しながら、宇宙開発を目指してがんばる人々を応援します。

ＦＡＸ返信用紙
よみうりランド「SPACE factory」オープニングセレモニー
よみうりランドPR事務局 担当：川島・西田・沢藤 行
FAX：044-966-9699
■日
■会

時 ： 11月12日(金)10：00〜11：00(9：15 受付開始)
場 ： よみうりランド内「SPACE factory」前
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・

・

無
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.

.

※11:30~13:00(最終受付12：30)の時間内で、お申込み先着順ご案内させていただきます。
当日のお申込みも可能ですが、当日はお客様優先になりますこと、ご了承いただけますと幸いです。

＜注意事項＞
※会場へは、ムービーは抽選、スチールは先着順にてご案内させていただきます。 抽選のくじを引く順番は受付先着順となります。
9:30より受付横にて抽選を行います。 抽選に参加されなかった媒体に関しては、抽選参加媒体がカメラ位置を決定後、
空いているスペースに先着順でご案内いたします。
※上記スケジュールについては予定となります。
※本紙の返信用紙に当日ご出席者のお名前を明記の上、11月11日(木)17：00までにご返信ください。
※当日、本シートをご提示ください。ゴンドラ乗車が無料になります。
(京王線京王よみうりランド駅～よみうりランド遊園地間、運行時間 9:15～20:45)
※お車でお越しの方は、本シートをご提示ください。駐車場料金が無料になります。万が一お支払いただいた際は領収書を
受付にお持ちください。駐車代(1,500円)をお戻しいたします。
▼報道関係のお問合せ先
株式会社よみうりランド 広報部 川島・西田・沢藤
メール kouho@yomiuriland.co.jp

〒206-8566 東京都稲城市矢野口4015-1 TEL 044-966-9565(直通) FAX 044-966-9699

