
この春、２つの新アトラクションが登場！

　よみうりランドでは、2013年3月16日（土）より「ヒーロートレーニングセンター”ミッション8”」と「スイーツカップ」の
２つの新アトラクションを同時オープンいたします。
　つきましては報道関係の皆様方に一足早くご体験いただくため、2013年3月14日（木）・15日（金）にプレスプレビュー
を開催いたします。ぜひともご来場いただきたく、ご案内申しあげます。新アトラクション立ち上げ・演出に携わったスタッ
フ一同、取材にお応えするべく皆様のご来園を心よりお待ち致しております。
　ヒーロートレーニングセンター”ミッション8”は、ヒーローになることをテーマにした参加体験型アトラクションです。８
つのトレーニングで俊敏性や観察力、攻撃力などのヒーローに必要な能力のトレーニングを行います。トレーニング終了後
は能力の判定が行われ、プレーヤーが秘めるヒーローの能力を知ることができます。また、繰り返しトレーニングをするこ
とで、ヒーローに必要な能力を高めることができます。
　スイーツカップは、遊園地の定番機種である「コーヒーカップ」をより華やかなケーキの形にデザインしたオンリーワンの
アトラクションです。カップは、ショートケーキやチョコレートケーキなど、６種類のケーキをイメージしてデザインされて
います。
　なお準備の都合上、プレスプレビューの参加申し込みは返信用紙をＦＡＸにてお送りください。開催概要は次項以降にな
ります。

「ヒーロートレーニングセンター”ミッション8” イメージ画像」 「スイーツカップ イメージ画像」

プレスプレビューのご案内
&

スイーツカップ
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2013年3月14日（木）14：00～17：00 / 3月15日（金）11：00～15：00
よみうりランド内　ヒーロートレーニングセンター”ミッション8” / スイーツカップ
住所：東京都稲城市矢野口4015-1
入園口横　黄色の扉　※下記マップをご確認ください。
各アトラクションの体験取材
会場にアトラクションを立ち上げに携わったスタッフがおりますので、随時体験取材が可能
です。

■ 日　　　時
■ 場　　　所

■ 受　　　付
■ 内容（予定）

プレスプレビュー　実施概要

遊園地駐車場

3月16日（土）オープン記念イベント開催

オープン日にもぜひ取材にお越しください。
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＊新宿方面から首都高速4号線→中央高速→稲城Ｉ.Ｃ.直結→稲城大橋 約2km
     ※ 中央高速新宿方面から稲城大橋は直結されています。
＊八王子方面から中央高速→調布Ｉ.Ｃ.下車 約5 km
     ※ 中央高速八王子方面から稲城大橋へは直結されていません。
＊渋谷方面から首都高速3号線→東名高速→川崎Ｉ.Ｃ.下車 約８km
＊厚木方面から東名高速→川崎Ｉ.Ｃ.下車 約８km

＊京王線京王よみうりランド駅下車→ゴンドラ（5~10分）

＊京王線京王よみうりランド駅下車→バス(5分）
＊小田急線読売ランド前駅下車→バス（10分）
＊小田急線新百合ヶ丘駅下車→バス(20分）

※ゴンドラ乗車時間は天候等により変更する場合がございます。

遊 園 地 の ご 案 内受 付 場 所 の ご 案 内

ゴンドラ乗り場

駐車場
受付

スカイゲート（入園口）

スイーツカップ

ヒーロートレーニングセンター

ファミリーマート

※マフィンは各日先着200個です。数に限りがございますので、
　あらかじめご了承ください。

ヒーロートレーニングセンター”ミッション8”

日にち：3月16日（土） 　時　間：12:30・15:30
場　所：太陽の広場

日にち：3月16日（土）・17日（日）

・超速戦士G－five アカギレッド
・鳳神ヤツルギ

・茶神・888 ・フクロウ戦士トシマッハ
・創造戦士トチエイター・舞神 双嵐龍

出演ヒーロー

・甲州戦記サクライザー
・航空戦士トコロザワン

ご当地ヒーロー大集合！
スイーツカップ

 オリジナル マフィンプレゼント
ヒーロートレーニングセンター“ミッション8”のオープン日にご当
地ヒーローが駆け付ける！千葉県木更津市「鳳神ヤツルギ」をはじめ、
関東各地の８ヒーローがよみうりランドに大集合!!

3月16日（土）、17日（日）の２日間に限り、スイーツ
カップに乗車されたお客様、各日先着200名様にオリ
ジナルマフィンをプレゼントします♪地元稲城のベー
カリーショップで作ったおいしいマフィンをぜひゲッ
トしてください！

※ヒーロートレーニングセンター前でのグリーティングも予定



START!!
TRANING

プレイタイム

1st STEP

成功!! ボーナスタイム60秒 失敗 GAME OVER

失敗

120秒

2nd STEP

FINAL STEP

成功!! ボーナスタイム30秒

失敗

成功!!

能力判定

★★★★★★★★★★★★★★★★★★

GAME OVER 

ヒーロートレーニングセンター"ミッション8"はヒーローに必要とされる能力をトレーニングできる参加体験型アトラクションです。このトレー
ニングセンターでは、８つのトレーニングを通してプレーヤーが秘めるヒーローの能力を判定し、繰り返しトレーニングを積むことで能力を高
め、一流のヒーローになることを目的とします。
　プレーヤーは120秒のプレイタイムと各ステップをクリアするごとに与えられるボーナスタイムで3つのステップクリアを目指します。
ステップは基礎的な4つのトレーニングを行うファーストステップ、実践的な３つのトレーニングに挑戦するセカンドステップ、そして、最終ト
レーニングができるファイナルステップで構成されます。各ステップの最後には判定ステージが設けられ、判定ステージをクリアしないと次のス
テップに進むことができません。
「全てのステップをクリアし、キミの中に秘めるヒーローの能力を知れ！そしてさらなる高みを
目指して、繰り返しトレーニングを積み、一流のヒーローを目指せ！キミの挑戦を待っている！」

ヒーロートレーニングセンター"ミッション8"

ヒーロートレーニングセンター"ミッション8"名　　称 2013年3月16日（土）オープン日

3歳以上
（小学生未満要付添）

利用制限

5分～10分所要時間

600円料　　金
※ワンデーパス、ひよこパス利用可

スピード
トレーニング

サーチ
トレーニング

アタック
トレーニング

ブレイン
トレーニング

8つのトレーニングでキミの中に眠る
ヒーローの能力を鍛えろ！

次々と点灯するボタンを素早
くタッチしていき、スピードを
高めていく。

タイムリミット 30秒 タイムリミット 30秒 タイムリミット 30秒

冷静な判断とバツグンの運が要求されるトレーニング。
その全容は2ndステップをクリアした者しか知ることは
できない。

ジャッジメントトレーニング

タイムリミット 残りのプレイタイム

ぼんやりと浮かぶ数字を記憶し、扉のコードを解除する。
記録力を高める。

コード記憶トレーニング

セキュリティー用の赤外線センサーが張りめぐらされ
た敵のアジトに潜入する。

アジト潜入トレーニング

タイムリミット 残りのプレイタイム

うす暗い部屋の中で、特殊ライ
トでヒントを探し出し、答えを
導き出す。

とにかくがむしゃらにパンチ！
キック！を繰り返し、打撃力を
高める。

５つの数字から３ケタの答
えを素早く導き出す。知力
を高める。

タイムリミット 残りのプレイタイム

判定ステージ!!

判定ステージ!!

残ったプレイタイムは次のステップに持ち越せるぞ！

クリアタイムが早ければ有利に！

キミのヒーローとしての潜在能力がわかる。さらなる高みを目指せ。

様々な驚かせギミックに耐え、微動だにしてはいけない。強靭な
心を得る。耐えた時間がキミのプレイタイムに加算されるぞ！

アイアンハートトレーニング

ボーナスタイム　 MAX30秒

ボーナスステージ!!ボーナスステージ!!ボーナスステージ!!

再チャレンジしてヒーローの能力をみがけ！ここまできているキ
ミはヒーローの資質があるはずだ。

おめでとう！ ファイナルステップをクリアしたキミは能力判定に加え
て、ヒーローランキングに登録されるぞ！さらなる高みを目指して、ト
レーニングを続けろ！

TRANING
CLEAR!!

タイムリミット 30秒

「ヒーロートレーニングセンター "ミッション 8" イメージ画像」



遊園地では定番のアトラクション「コーヒーカップ」を「ケーキ」がテーマにデザインしたオンリーワンのアトラクション。カップの
デザインはみんなが大好きなショートケーキやチョコレートケーキなど色とりどりの６種類が登場します。４人乗りのカップは親子は
もちろん、友達、カップルでも楽しめます。ケーキ型のカップは見た目もとってもキュートなので、記念撮影をして楽しむこともできます。
乗っている人も見ている人も楽しめる「スイーツカップ」はみんなの夢をのせてくるくる回ります。

スイーツカップ概要

スイーツカップ名　　称 2013年3月16日（土）オープン日

5歳未満要付添利用制限 24名 （4人×6台）乗車定員 2分所要時間

300円料　　金 ※ワンデーパス、ひよこパス利用可

「スイーツカップ イメージ画像」

66色のケーキカップ色のケーキカップ6色のケーキカップ色のケーキカップ6色のケーキカップ

プリンケーキショートケーキ マンゴーケーキ メロンケーキ デコケーキチョコレートケーキ



※当日、本シートをご持参ください。ゴンドラ乗車が5名様まで無料になります。（京王線よみうりランド駅～よみうりランド遊園地間）
※お車でお越しの方は、領収書を受付にお持ちいただければ駐車代（1,000円）をお戻しいたします。
※視聴者様・読者様用のプレゼントに【よみうりランド入園招待券】10組20名様をご用意しておりますので、ご入用の方は当日スタッフにお申
し付けください。

FAX　REPLY　SHEET
FAX　044-955-6303

新アトラクション
ヒーロートレーニングセンター”ミッション8”/スイーツカップ
プレスプレビュー

お手数をおかけして大変恐縮ではございますが、ご出席の際は本シートを3月12日（火）17時までにご返信いただけますよう
お願い申し上げます。また、期日までに間に合わない場合は、ご連絡いただけましたら個別に対応いたします。

　　　時　　　　分
3/14　・　3/15

※ご来園いただく日にちを○で囲んでください

　　　　　　　　　㈱よみうりランド　遊園地事業部企画•宣伝課　奥谷・後藤
〠 206-8725　東京都稲城市矢野口4015-1　☎ 044-966-1111（お客様お問合せ用）　044-966-1135（直通）　FAX 044-955-6303
[HP] http://www.yomiuriland.com　[携帯HP] http://landdog.jp
[mail]y-okutani@yomiuriland.co.jp  a-gotou@yomiuriland.co.jp　

お問合せ先

予定日時

ご芳名

貴社・団体名

ご所属

ご出席人数

TEL

FAX

E-MAIL

撮影方法

その他、ご要望など

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨


