東武動物公園
ニュースリリース

遊 29-16 号
平成 29 年 10 月 19 日

lol×東武動物公園
lol‐エルオーエル‐ライブイルミネーション登場♪
東武動物公園（東武レジャー企画㈱、埼玉県宮代町、社長：日置岳人）で、10 月 28 日より開催
される冬季イベント「ウインターイルミネーション 2017-2018」のイメージソングに、lol（エルオーエ
ル）の新曲「nanana」（12 月 6 日発売）が決定しました。
また、lol とのコラボ演出として、イメージソングの「nanana」をはじめ、lol の人気曲を使用した光
のショーやイルミネーションスポットが登場し、園内を煌びやかに彩ります。
■lol（エルオーエル）コラボイルミネーション
① lol‐エルオーエル‐ ライブイルミネーション
イルミネーションのメイン会場に設置された関東最大級の LED ビジョン（メインビジョン 1 基、幅約 15m、高さ約 6m、
サブビジョン 2 基、幅約 11m、高さ約 4m）では、ウインターイルミネーションのイメージソング「nanana」をはじめ、lol
のミュージックビデオをスペシャルメドレーで上映します。また、LED ビジョンの下に配置された約 10 万球のイルミ
ネーションとの連動に加え、スモーク効果などにより、lol のライブ会場にいるかのような臨場感を味わえます。

【開催場所】 ハートフルガーデン
【ショータイム】
17：30～／18：10～／18：50～／19：30～（12/23・24・25 は、20：30～も開催）
1 回あたり約 10 分間
上記以外の時間では、「リズミネーション」と題した光のショーをお楽しみいただけます。

リズミネーション
【ショータイム】
17：10～／17：50～／18：30～／19：10～（12/23・24・25 は、20：10～も開催）
1 回あたり約 10 分間

LED ビジョン 201７イメージデザイン

LED ビジョン昨年の様子

② lol‐エルオーエル‐ メロディーツリー
音楽に合わせて光が点灯する高さ約 7m のイルミネーションツリー
は、lol の 1st アルバムに収録されたファン投票 NO.1 の楽曲
「hanauta」に合わせて光り輝きます。

【開催場所】 ハートフルタウン
【開催時間】
17：25～／17：45～／18：05～／18：25～/18：45～／19：05～
／19：25～／19：45～（12/23・24・25 は、20：15～／20：25～／
20：45～も開催） 1 回あたり約 5 分間

メロディーツリー昨年の様子

③ ミュージック BOX feat. lol‐エルオーエル‐
全長約 50ｍの光のトンネル“ミュージック BOX”は、lol メンバーの
イメージカラー（佐藤友祐：赤 、小見山直人：青 、honoka：黄色 、
hibiki：ピンク 、moca：緑）に彩られます。ウインターイルミネーショ
ンのイメージソング lol の「nanana」に合わせて、トンネルに装飾さ
れた約 10 万球のイルミネーションの光が動き出します。

【開催場所】
水上木製コースターレジーナ横
【開催時間】

ミュージック BOX 昨年の様子

17：15～／17：30～／17：45～／18：00～／18：15～／18：30～／18：45～／19：00～／19：15～／19：30
～／19：45～（12/23・24・25 は、20：00～／20：15～／20：30～／20：45～も開催）1 回あたり約 5 分間
【lol プロフィール】
人を笑顔に、感動させるグループになりたい！という想いを込めた男女混成ダンス＆ヴォーカルグループ。
2014 年オーデションを経てそれぞれが夢を抱き出会いを果たしたこの 5 人が lol として笑顔を届けるべく結成
された。
メンバーは佐藤友祐、小見山直人、hibiki、honoka、moca。
全員がダンスとヴォーカルを担当。
さらにはモデルや俳優などマルチに活躍中。
10 代、20 代の若者を中心に人気が急上昇中。高校生
の認知度 No1。
新人ながらデビュー前から iTunes アルバム総合ラン
キングにて 1 位を獲得。
続く 2nd シングルも同ランキングで 1 位に。
2015 年「第 57 回 輝く!日本レコード大賞 新人賞」を受
賞。
2017 年 8 月 2 日には 1st アルバム「lolol」をリリース。

【nanana について】
「草食系 LIFE なんて、もったいない。恋も、仕事も欲張ってみない?!」恋も、学校も、仕事も、趣味も、全力で生き
る人へ贈るストレート＆ポジティブ・メッセージソング。
「最初から失敗なんて考えてちゃダメ!! 絶対!!」邪魔されたって 笑われたって、誰かに決められた未来じゃなく
て、自分が決めた明日を目指して止まらず進んでいこう。傍には、いつも競い合って支え合えあった仲間と lol
がいるから。
夢に向かって全力でぶつかりながら進んでいる lol の等身大応援歌！
ダンスビートに乗るキラキラと眩しいほどに真っ直ぐな言葉達。
チームワークでクロスオーバーする男女のボーカルワークとキレのよいラップ。思わず口ずさみたくなる
「nanana」のメロディー。変わらぬ想いを等身大のコトバで届けていく lol の New Single。
収録商品 6th Double A Side Single「アイタイキモチ / nanana」2017 年 12 月 6 日発売

■ウインターイルミネーション 2017-2018 開催概要
【開催期間】 平成 29 年 10 月 28 日（土）～平成 30 年 2 月 12 日（振休）
※10 月・11 月は土・日・祝日および埼玉県民の日（11 月 14 日）のみ開催。
12 月 1 日（金）～1 月 8 日（月・祝）までは休園日を除き毎日開催。
1 月 9 日（火）以降は土・日・祝日のみ開催。
※開催期間中の休園日・・・12/4（月）・5（火）・11（月）・12（火）、2018/1/9（火）・15（月）・16（火）・22（月）・23
（火）・29（月）・30（火）、2/5（月）・6（火）

【開催時間】 17：00～20：00 ※日中からご来園されているお客様は、そのままイルミネーションもご覧いただけます。
※12 月 23 日（土・祝）・24 日（日）・25 日（月）・・・17：00～21：00

【開催場所】 東ゲート～遊園地・ハートフルガーデン・動物園（一部）
【イルミネーション料金】 ※15：00 以降の販売となります。
イルミネーションパス

ナイトライドパス

（イルミネーション入園券＋ナイト
ライドパス）

イルミネーション入園券

（15：00以降のりもの乗り放題）
※別途入園券が必要です。

大人（中学生以上）

3,000円

1,000円

2,000円

小人（3歳～小学生）

2,000円

500円

1,500円

【使 用 電 球 】 ＬＥＤ約 200 万球
【使用カラー】 15 色 （グリーン・ピンク・ホワイト・ゴールド・ブルー・ライトブルー・レッド・オレンジ・イエロー・パープル・
ダークパープル・パステルブルー・パステルグリーン・ライトパープル・レモンイエロー）

〒345-0831
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東武レジャー企画㈱ 業務部 山口・中嶋・前田・白石
Ｔｅｌ 0480-93-1200 Fax 0480-92-2694

HP ｱﾄﾞﾚｽ http://www.tobuzoo.com

