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〜ゴースト達が集う世界最大級のホラータウンへ、ようこそ！〜

スリラー・ファンタジー・ミュージアム 誕生

本格的なリニューアルに向けて続々と新エンタテインメントが登場するハウステンボス。
この夏の最大の目玉である、エリア全体がホラー一色に染まる「スリラー・ファンタジー・ミ
ュージアム」が７月１７日（土）に遂に誕生します。
これは、ハウステンボスがフジテレビと共同でオープンするホラーをテーマとした世界
最大級の広さを誇るホラータウンです。怖くて可愛らしいゴースト達が出迎える２つのホ
ラー館やホラーをイメージしたメニューが揃うレストラン。そして、あの偉大なスターの貴
重な映像や資料を展示する ＭＪ ワールド や「ゲゲゲの鬼太郎」ランド スプーキーホ
ール が登場します。ハロウィーンパーティーのように賑やかな街には毎夜イルミネーシ
ョンが彩り、音楽に合わせた光のショーも開催。重厚なヨーロッパの街並に浮かび上が
る夜だけの演出も見逃せません。
ご家族やカップルでもお楽しみいただける様々な魅力が詰まった夏一押しのホラータ
ウンに、ぜひご期待ください。

〜ホラータウン紹介①〜
「スリラー・ファンタジー・ミュージアム」のゴースト達が集う２つの館。それぞれ恐怖に加えて爆
笑の結末やマジックショーを練りこんだウォークスルー型のホラーハウスです。怖くて可愛らしい
ゴースト達が時を超えてお客様を恐怖の館へと誘います。

メロディ・イン・ザ・ダーク

ゴースト・ウエディング

〜オルヘルハウス〜

〜カロヨンミュージアム〜

１９世紀オランダ。二人のオルゴール職人による熾烈
な闘いがあった…
「どちらのオルゴールの音色が美しいか？」
１００年を経った現代でも、二人はゴーストとなって決着
を付けようと彷徨っている。
ホラーハウスの中で、トリックアートや マジックショーが
楽しめるバラエティ・ エンターテイメント・アトラクション。
■料金 ５００円
（とくとくチケット・ファミリエ年間パスカード会員は４００円）

■時間 １０：００〜２１：００（予定）
※季節により変動あり
■所要時間 約１０分
※車椅子のお客さまと、妊娠中の方、４歳未満のお子さ
まはご利用いただけません。

中世のオランダ。プリンセスに恋をしたカロヨン（鐘）
演奏者。二人は結ばれることなく悲しい結末を迎えた。
数百年の時を超えても尚、二人の想いは現代へと続い
ている。
観客は二人のために幾多の試練を超え、結婚式が行
われるはずの教会へと向かう。そこで待っていたのは、
忘れ去られた悲しいゴースト芸人の一発芸だった？？
恐怖と爆笑が交互に襲う？謎に包まれた超新感覚のホ
ラーアトラクション！
■料金 ５００円
（とくとくチケット・ファミリエ年間パスカード会員は４００円）

■時間 １０：００〜２１：００（予定）※季節により変動あり
■所要時間 約１０分
※車椅子のお客さまと、妊娠中の方、４歳未満のお子さまは
ご利用いただけません。

スリラー・ファンタジー・ミュージアム・イルミネーション
ホラータウンを彩るイルミネーションショー！
音楽に合わせ街中が光輝き、昼間とは全く違う幻想的な
空間へと誘います！
ナイト限定
■料金 無料
■時間 日没〜２１：００の毎時３０分（予定）
※夏期は〜２２：００ 季節により変動あり
■所要時間 約８分

ＧＭＡ レストラン
ホラーを意識した斬新なメニューのレストラン。真っ黒なバンズ
のホラードッグなどゴースト達も大好物のファーストフードを中心
にアルコール各種もご用意しています。
■時間 １０：００〜２１：００（予定） ※季節により変動あり
■メニュー（※一部紹介）

【エビボールドック】 【ソーセージドック】(ブラック) 【ソーセージドック】(レッド)

〜ホラータウン紹介②〜
ホラー館だけではない！日本、そして世界のスターまでもがこのホラータウンに登場します。
また、東京で活躍する人気の占い師がワンコインであなたの未来を占います。
〜世界のキング・オブ・ポップスターが今蘇る〜

ＭＪ ワールド
あのマイケルジャクソンがこよなく愛したクリスタルドリームがMJ
ワールドに大変身！マイケルの遺品展示はもちろん，未公開映像
を上映。また、ラスベガスから来日するマイケルのそっくりさんも登
場して、歌と踊りのショーも披露します！
■場所 クリスタルドリーム
■料金 未定 ※展示コーナーは無料
■時間 １０：００〜２１：００（予定） ※季節により変動あり
■所要時間 約１０分

〜 ゲゲゲの鬼太郎 の世界へようこそ〜

スプーキー・ホール
アニメーションワールドが、ホラーアニメの代表作である「ゲゲゲ
の鬼太郎」ランドに大変身！数々の名シーンを再現して鬼太郎の
世界や映像を体験できるイベントホールです。
ご家族そろってお楽しみください。
■料金 ５００円
（とくとくチケット・ファミリエ年間パスカード会員は４００円）予定
■時間 １０：００〜２１：００（予定） ※季節により変動あり
■所要時間 約１０分
■協力 東映アニメーション

〜あなたの未来を占います〜

フォーチュン・チェンバー
日本で唯一の西洋文化の窓口であった出島。幕末の熱い歴史
を秘めた、あのシーボルト館に東京からウワサの占い師たちが集
結！和洋折衷の妖しいムードの館を舞台にタロットカードでお客
様の未来を占います。お祭り気分を盛り上げるワンコイン占いを
敢行！この夏、ハウステンボスで運気をアップ！！
■入館料金 無料
■占い料 ５００円（５分）
■時間 １０：００〜２１：００（予定）
■期間 ７/１７〜８/３１
※４歳未満のお子さまはご利用いただけません。
【占い師 ゆう】

【占い師 翠蓮 MAX】

【本件のご取材、内容に関するお問い合わせ先】
ハウステンボス㈱ 宣伝課
担当：中野、内薗 ０９５６-２７-０１８０
URL：http://www.huistenbosch.co.jp/
※本リリースは上記HP内でもご覧いただけます。

【お客様のお問合せ先】
ハウステンボス総合案内センター ０９５６−２７−０００１
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〜昨年多くのお客様から大絶賛の声が多数寄せられた〜

開催日：２０１０年８月１４日（土）、２１日（土）／９月４日（土）、１１日（土）、１８日（土）

ハウステンボスでは、昨年お客様から絶賛の声をいただいた、世界の花火師が音楽と花
火による演出の腕を競い合う「第２回世界花火師競技会」を８月から９月までの５日間で開催
します。
世界花火師競技会とは、数々の受賞実績のある世界トップクラスの花火師たちが世界中か
ら集結し、母国を象徴する音楽に合わせた演出花火を披露し合い、その技を競うものです。初
開催の昨年はイタリア、オランダ、中国、日本が参加。それぞれの国柄を見事に反映させた芸
術的な花火で多くのお客様を魅了しました。第２回をむかえる今年は昨年の優勝国・中国をは
じめ、アメリカ、ポルトガル、フランスそして日本の５カ国が参加します。採点は「表現」「技術」
「音楽」の３つの視点から評価し、特別審査員に加え一般のお客様にも携帯電話にて審査投
票していただく競技会形式です。今年も最終日の９月１８日に結果発表を行い、優勝国を決定
します。
お客様からの感動の声が昨年を上回ることが期待される「第２回世界花火師競技会」。
ぜひ、ハウステンボスの夜空に舞う花火師たちの熱い夏の夜をお楽しみください。

≪第２回世界花火師競技会≫

【参加国紹介】

８月１４日（土）―日本
２０時３０分〜 （約２０分間）
８月２１日（土）―中国
フリーゾーン 一帯
９月 ４日（土）―ポルトガル
５００円（花火観覧エリアチケット）
９月１１日（土）―アメリカ
ホテルデンハーグ前（立見） ５００円 １４００枚／日
９月１８日（土）―フランス
（座席）１５００円 ６００枚／日
※花火観覧エリアチケットは別途必要
【注意事項】
※フリーゾーンは花火開催日当日１９時３０分より花火観覧エリアチケットが必要となります。
※テーマパークゾーンへの入場は別途ハウステンボス入場料金が必要です。

■時 間
■会 場
■料 金
■桟敷券

※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㈱ 宣伝課
担当：中野、内薗
ＴＥＬ：０９５６-２７-０１８０ ＦＡＸ：０９５６-２７-０９０３

【第 1 回世界花火師競技会に寄せられたお客様の声】
（一部）
≪グランプリ ： 中国≫
･よかったよ！さすがアジア大会！

【６０代 男性】
【４０台 女性】

･音楽に合わせた中国花火をみてオリンピックを思い起こし感激！
【６０代 男性】
･やるね！

【２０代 女性】
・迫力があって凄かった★
【１０代 女性】

・めちゃめちゃ良かったです。また来年もあるなら必ず来ます！
【２０代 女性】
・斬新な表現方法に感動しました。 【３０代 男性】

≪第２位 ： 日本≫
･人生最高の花火でした!!宮崎から思い切って来て良かったです(≧∇≦)
【２０代 女性】
･感動をありがとう。【３０代 男性】
･とにかく濃い内容でした。見ながら感動で思わず目頭が熱くなりました
[５０代 男性]
・ばあり感動しました。こんなキレーなの人生初です。【１０代 女性】
･また来年きます！サイコー【５０代 女性】
・最高でした！感動で鳥肌たちました！また見たいです！ 【３０代 女性】

≪第３位 ： オランダ≫
・感動して涙が出ました。終わった後夫もまた涙目でした。
【４０代 女性】
･チューリップ型の花火には思わず拍手してしまいました。
【３０代 女性】
・ヤバい…【１０代 女性】
･魅せられました。好きな人と幸せな時を花火と共に過ごせました。
【２０代 女性】

≪第４位 ： イタリア≫
･すごく芸術的でした！さすがイタリア☆Ｆａｎｔａｓｔｉｃｏ！！
【３０代 女性】
･有名なオペラやクラシックの音楽と共にダイナミックで色鮮やかだった
【５０代 女性】
･Ｂｒａｖｏ！ 【２０代 女性】
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夏本番に向け、ついに釣り解禁！

運河釣堀「シーテンボス」が新登場
６月１８日（金）

スタート

ハウステンボスでは６月１８日（金）より、夏のリニューアル第２弾に向けて登場する新アイテ
ムのひとつとして、アートガーデン横に位置するアムステル運河に、手ぶらで気軽に釣りを
お楽しみいただける釣堀「シーテンボス」が登場します。
自然に近い生態系を保つハウステンボスの運河(※)ならではの楽しみ方をご提案しようと、
この度釣堀を設置。釣堀には、魚の中でも比較的簡単に釣ることができるアジを放流し、釣
った魚はお持ち帰りいただくことができます。料金には、釣具代（釣竿レンタル・えさを含む）
を含むため、手ぶらで釣りをお楽しみいただくことができます。
気軽に釣りを体験してみたい初心者の方をはじめ、ハウステンボスならではの自然体験を
満喫したい方まで、是非「シーテンボス」にお越し下さい。
※場内を流れる運河は、大村湾の潮位差を利用して定期的に水の入れ替えをおこなっており、全ての護岸に砕いた
石と土を使用することで自然に近い生態系が保たれています。

運河釣堀「シーテンボス」概要
■料金 ５００円／１時間
※釣竿レンタル代、えさ代を含む
※アジ持ち帰りは２５０円／１匹
■受付時間 １０：００～１９：００（季節によって変更あり）
オープニングキャンペーンを実施
６／１８（金）～８／３１(火)
通常料金５００円→特別料金３００円 に！
さらに釣竿ご持参で無料 になります。

ココ

お客様のお問い合わせ先：ハウステンボス総合案内センター

０９５６（２７）０００１

トピックスのお問い合わせ先：ハウステンボス宣伝課

０９５６（２７）０１８０

内薗・中野
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ココロとカラダが丸ごと健康になるキャンプ場
清水国明プロデュース

「キャンプテンボス」新登場
７月１６日（金）オープン
ハウステンボスに夏のリニューアル第２弾として登場する新アイテムとして、７月１６日（金）より
ハウステンボスを間近に臨みながら自然を満喫していただけるキャンプ場「キャンプテンボス」が
オープンします。
芸能界きってのアウトドアーズマンであり、スローライフ実践者として知られ、富士山のふもとの
自然体験施設「森と湖の楽園」の代表である清水国明がプロデュースして運営に関わる「キャン
プテンボス」は、森に囲まれたハウステンボスの豊かな自然を満喫することができるキャンプ場で
す。テーマは 心と体が丸ごと健康になるキャンプ場 。非日常を体験するアウトドアキャンプによ
って、日頃の生活で溜まったストレスから心と体を解き放つことができます。
テントや寝袋など、キャンプに必要なものはほとんどがレンタル用品
として揃っているので、アウトドアグッズをお持ちでない初心者の方も
気軽に楽しめます。また、お気に入りのテントやグッズを持ち込める、
場所のみの貸出もしています。
この夏は是非、ハウステンボスの街並みを背景に、一味違ったキャン
プを楽しんでみてください。
「キャンプテンボス」とは 楽（ラク） するところではなく 楽しむ ところです。
あえて不便な環境に身をおき自然と直に触れ合うことで、これまで眠ってい
た五感が揺さぶり起こされ、人間本来の機能を目覚めさせることができます。
ハウステンボス創業以来大切に育まれてきた豊かな森の中に出現する「キ
ャンプテンボス」が、あなたとあなたの大切な人たちの心と体を健康にするお
手伝いをします。
「キャンプテンボス」プロデューサー 清水国明

キャンプ場概要
■名
称：清水国明プロデュース「キャンプテンボス」
■場
所：ホテル日航ハウステンボス横
■利用期間：７月１６日（金）より通年
※７月１０日（土）より５０サイトをプレオープン。
■モデル料金：家族４名で９，０００円
（レギュラーシーズン時ご利用の場合）
※ハウステンボス入場料は含みません。
※料金、レンタル品、販売品詳細は次頁参照。
■付属設備：管理棟（２４時間体制）、男女トイレ、男女シャワ
ー、水栓、駐車場（１００台）
■予
約：宿泊日３ヶ月前より可能（１０時〜１８時）
□ＴＥＬ 「キャンプテンボス準備室」０５５５−７３−４１１６
□ＦＡＸ 「キャンプテンボス準備室」０５５５−７３−４１２０
□ＵＲＬ 「キャンプ場どっとこむ」 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃａｍｐｊｏ．ｃｏｍ
■宿泊時間：チェックイン１４時〜チェックアウト翌１０時

ハウステンボスを間近に臨むキャンプ場

サイト料金(団体料金は50名様以上から適用）、営業時間
期 間
個 人

シーズン

団 体

営業時間

ハイシーズン
GW、夏休み（7月中旬〜8月末まで）

2010年7月17日〜8月31日
2011年4月29日〜5月5日

¥6,000

¥5,500

09:00〜23:00

レギュラーシーズン
春休み〜11月（GW、夏休みを除く）

2010年3月20日〜11月30日
2011年3月19〜11月30日

¥5,000

¥4,500

09:00〜22:00

2010年12月1日〜2011年3月18日

¥4,000

¥3,500

09:00〜22:00

オフシーズン
12月〜３月の春休みまで

セット料金
手ぶらキャンプセット

シーズン別宿泊料金 + １人1,000円ずつ

５名様料金

※手ぶらキャンプセット・・・テント・シュラフ（人数分）・銀マット・ライト・・・・★マークのレンタル品を含む

調理器具セット

¥4,000

１〜5名様まで同一料金

※調理具セット・・・まな板・包丁・ざる・ボール・トング・ヘラ・飯盒・ＢＢＱスタンド・食器一式・・・・◆マークのレンタル品を含む
テーブルセット、炭１袋、

日帰りＢＢＱキャンプ及びDayキャンプ
内容
日帰りＢＢＱキャンプ
日帰り手ぶらＢＢＱキャンプ
日帰りDayキャンプ

用品名
レンタル品

テント
シュラフ
銀マット(120×200）
ライト(電池）
エアマット
LEDライト
飯盒
ダッチオーブン（お玉付）
BBQスタンド（鉄板・網付）
タープ(日除け）
調理器具

販売備品類

テーブルセット
炭
薪
網

■食材をお買い求めいただくことができます

個人

サイト使用料
サイト使用料、食材費、機材費込
テント使用料

¥500

団体
¥400 お1人様料金
大人¥1,800/小人¥1,500(予定)
¥500
お1人様1時間

レンタル備品単品価格
数 量

料金（レンタル料等）
¥8,550
¥4,000
¥3,000
¥1,000
¥800
¥500 3枚の貸出し料
¥1,170
¥1,000
¥2,250
¥600
¥1,300
¥1,000
¥500
¥10,000
¥1,000
¥6,000
¥1,500
¥7,500
¥1,500
まな板・包丁・ざる・
◆1セット
¥2,300
¥500
ボール・トング・ヘラ
◆１台
¥8,800
¥1,500
◆１袋
¥600
1束
¥500
１枚
¥500
ＢＢＱ食材セット／お肉３種盛／野菜セット／ライス／焼きそばなど
★4名用
★1個
★３枚1組
★1個
１枚
１個
◆1個
１釜
◆1台
１個

＜注意事項＞
※3歳以上の方が料金の対象で、人数にカウントいたします。（2歳以下のお子様は人数にカウントしません）
※宿泊料金は１泊消費税込のお値段となります。
※持ち込みテントの場合、定員はございません。
※レンタル備品、食材注文は事前予約制となります。

お客様のお問い合わせ先：ハウステンボス総合案内センター
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トピックスのお問い合わせ先：ハウステンボス宣伝課

０９５６（２７）０１８０

内薗・中野

