２０１０年４月ＰＲ－０２

【期間】２０１０年４月２８日（水）～５月５日（水・祝）
本格的なリニューアルに向け、４月２８日にリニューアルオープン第１弾を迎えるハウステン
ボス。料金の改定や新エンタテインメン トをはじめ、街中が賑わうイベント満載の「ワンダフル
ゴールデンウィーク」を開催します。
まず、お客様により一層わくわくドキドキ の感動を味わっていただけるエンタテインメントが充
実。話題のミュージカル『楽園』やプリンセス天功、あのねのねによるスペシャルジョイント公演
など見逃せないイベン トが目白押しです。さらに、九州各県の高校生による マーチングが登
場し、全国で活躍するゆるキャラ（R）もパレードに参加する“ハウステンボス・マーチングフェス
タｗｉｔｈゆるキャラ（Ｒ）”を開催します。ヨーロッパの街並みを舞台とする実体験型宝探し“ジパ
ング探偵倶楽部”や佐世保ならでは のグル メ店が軒を連ね、街を練り歩くパフォ ーマーも登
場します。
街中がバラに包まれる「バラ祭」も同時開幕するハウステンボスのゴールデンウィークは、自
然の美しさやイベントなど魅力満載です。
ぜひ、ご家族やご夫婦、お友達で楽しい連休をお過ごし下さい。

～オープニング企画～
ハウステンボスのリニューア ルオープン第
１弾を 記念し て、 ２８日（水） にはご 来場さ
れる先着 ５００名へ“ちゅ ーり ー風船”をプ
レゼント！
ぜひ、新エンタテインメントが続々登場する
新しいハウステンボスをお楽しみください。
≪概要≫
■日時 ２０１０年４月２８日（水）９時～
■場所 入国ゲート
■内容 ちゅーりー風船プレゼント
※無くなり次第終了

ゴールデンウィーク限定イベント

花いっぱいの街で楽器を演奏しながら、美し いフォーメーションを披露してくれるマーチン
グバンドが登場。リズミカルな音楽に合わせてパレードする全国のゆるキャラ（Ｒ）が一斉に集
合する華やかな行進をお楽しみください。
【開催日】４月２９日（木・祝）～５月５日（水・祝）
【時 間】①１１:００～ ②１４:００～
【場 所】マウリッツ広場➜アレキサンダー広場
※雨天時中止 ※４/３０除く
【出演校】
４／２９…長崎県佐世保東翔高等学校、奥田学園 創成館高等学校
５／１ …長崎市立商業高等学校、大村市立桜が原中学校、長崎日本大学高等学校、
５／２ …長崎市立横尾中学校、雲仙市立南串中学校、西南学院高等学校、長崎県立西陵高等学校
５／３ …大分県立日田林工高等学校、雲仙市立小浜中学校、専修大学玉名高等学校
５／４ …川棚町立川棚中学校、大村市立西大村中学校
５／５ …精華女子高等学校、九州産業大学付属九州産業高等学校

参加ゆるキャラ（R）一部紹介

【きんたくん】

毎日１０体以上のゆるキャラが
日替わりで参加！

兵庫県川西市のマスコッ
トキャラ クター。

【やなな】
岐 阜 県 柳 ヶ瀬 市 の
人気ゆるキャラ 。

協力：ゆるキャラ（Ｒ）さみっと協会

【メカブー】
長崎県 島原 湾出身
の海草ゆるキャラ 。

【龍馬ちゅーりー】
ハウステン ボスのマスコッ トキャ
ラ クター。現在は龍馬に変身中。

劇団スイセイ・ミュージカルの代表作「楽園」。日本最
高水準の舞台がハウステンボスにてゴールデンウィー
ク期間限定で実現します。ぜひ、待望のミュージカル
をお見逃しなく。
【期間】２０１０年４月２８日（水）～５月５日（水・祝）
【時間】１５時～（約１６０分）※４/２８は１４時～
【会場】ハウステンボス内 ユトレヒトプラザ
【料金】①前売り券５，０００円
②前売り入場セット券７，０００円
※当日券は５００円増し

あのねのね＆プリンセス天功スペシャルジョイント公演

【プ リン セス天功】

【あのねのね】

世界を魅了する引田天功ことプリンセス天功による
究極のイリュージョンと、軽快なトークとフォークソング
でお馴染みの“あのねのね”が繰り広げる新エンタテ
インメントが登場。
【期間】２０１０年４月２８日（水）～５月５日（水・祝）
【会場】ハウステンボス内 ムーンシャワー
【料金】①“楽園”観賞券＆入場券付き…１０，０００円
②“楽園”観賞券付き…８，０００円
※前売りチケットのみの販売です。詳しくは HP をご覧ください。
※①はアミューズメント２施設の利用特典付き

新エンタテインメント スタート
ヨーロッパの街並みを舞台に謎を解き、隠された宝箱を
探し出す実体験型ロールプレイングゲームが登場。子ども
たちの冒険心を揺さぶる魅力的なエンタテインメントが遂に
スタートします。リアルな宝探しを是非お試しください。

【期間】４月２８日（水）～
【料金】体験コース…２００円（誰でも挑戦できるお試しコース）
初級コース…３００円（小学生や大人初心者向け）
中級コース…５００円（小学生高学年、大人中級者向け）
上級コース…５００円（大人の上級者向け）
【販売】ビネンスタッド地区

新しい街へ続々リニューアル♪
佐世保グルメストリート登場！
佐世保なら では のグルメ 店が軒を 連ねま
す。佐世保バーガーなど、地元の食材を使
用したご当地グルメをお楽しみください。
【期間】４月２８日（水）～
【場所】ユトレヒト地区 ユトレヒトテラス

世界のエンタテイナー登場
高足やフレンチカンカンなどが街中をパ フォ
ーマン スして回ります。驚くよ うな技で訪れるお
客様を楽しませてくれます。
【期間】４月２９日（木・祝）～
【場所】場内各所

ナイトバザール スタート
夜なら では の賑わいをみせる ショ ッピング エリア。
通りを 彩るイル ミネーションやステージショーが夜の
お買い物をさらに楽しくします。
【期間】４月２９日（木・祝）～
【時間】～２１時
【場所】ビネンスタッド地区

～佐世保・ハウステンボス龍馬伝館～
「私の龍馬」イラスト展スタート
「佐世保・ハウステンボス龍馬伝館」の関連イベントとして、
人気マンガ家総勢３０名による坂本龍馬のイラスト展を開催。
各マンガ家が持つイメージで描く龍馬は一体！?雑誌「ダ・ヴ
ィンチ」で紹介されたイラストのほかに、ここでしか見られない
イラストも多数展示します。
【期間】４月２９日（木・祝）～８月３１日（火）予定
【場所】スパーケンブルグ地区 佐世保・ハウステンボス龍馬伝館近く

第２弾公開！！

４／２８（水）～

佐世保・ハウステンボス龍馬伝館では、突入した大河ドラマ「龍馬
伝」が第２部へ突入したこともあり、新たなスト ーリーや登場人物の
紹介など展示内容が一部リニューアルしま す。
なお、今回は２月 に行なわれ た観光丸でのロケの様子 も一挙 に紹
介。見逃せないアイテムが登場します。

【作：江口寿史】

【作：西原理恵子】

～ ハウステンボス Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ～
【 お客様のお問合わせ 】
ハウステンボス総合案内センター
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〒８５９-３２９２ 長崎県佐世保市ハウステンボス町１-１
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【 営業時間 】休園日なし
●２／２７～１２／２５

９：００～２１：３０（最終入場２０：００）

●１２／２６～２／下旬

（最終入場１９：００） ※１２/３１のカウントダウン除く

●Ｐ：５０００台（１日１台５００円※４／２７までは８００円）

※ホテル宿泊者無料

【料金の改定についてのご案内】
券種
大人
入場チケット
３２００円
パスポート
５６００円
ムーンライト入場チケット ２０００円
パスカード

小人
１０００円
３４００円
５００円

大人（ １８歳以上） 、中人（中高生）、小人（４歳～小学生）

中人
２０００円
４４００円
１０００円
２４００円

内容
入場・ 無料施設利用
入場・無料施設利用、パスポート対象施設 利用
１７時以降の入場・ 無料施設利用
パスポート対象利用

４／２８より入場料金を改定します！
券種

大人

中人

小人

入場チケット
（繁忙期）
ムーンライト入場チケット
（繁忙期）
とくとくチケット

２５００円
３０００円
１０００円
１５００円

１８００円
２０００円
５００円
５００円
２０００円

８００円
１０００円
２００円
４００円

内容
入場・無料施設利用
１７時以降の入場・無料施設利用
とくとくチケット対象施設、その他特典

対象繁忙日：２０１０年４月２９日～５月５日

≪期間限定キャンペーン実施！≫
●期間・・・２０１０年５月６日（木）～２０１０年７月１６日（土）限定

第１弾 月曜日～金曜日 １５：３０～１７：３０の入場料が無料！
第２弾 １８：００以降の入場料が一律２００円！ 駐車場無料！
【交通アクセス】
●電車・・・ＪＲ博多駅から特急ハウステンボス号で１時間４０分。ＪＲハウステンボス駅下車、徒歩約５分
ＪＲ長崎駅から大村線（上り）快速シーサイドライナーで１時間２０分（普通で１時間５０分）
●バス・・・長崎駅前から高速道路経由で約６５分
●高速船・・・長崎空港から高速船オーシャンライン（安田産業汽船）で約５０分
●車・・・九州自動車道大宰府ＩＣから南下し、鳥栖 JCT から長崎自動車道へ。武雄ＪＣＴから西九
州自動車道へ入り、佐世保大塔ＩＣから２０５号線を針尾バイパス経由で約１０分

※本件のご取材、内容に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
ハウステンボス㈱ 宣伝部宣伝課
担当：中野、内薗
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