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NEWS RELEASE

平成２２年９月１５日

長崎県・佐賀県にお住まいの６０歳以上のお客様を対象に

「敬老の日記念」ご入場優待キャンペーンを実施します
〜ご本人様は５００円、ご同伴のお客様も半額でご入場いただけます〜
ハウステンボス（所在地：長崎県佐世保市）は９月２０日の「敬老の日」にちなみ、９月１９日から
５日間、長崎県と佐賀県内にお住まいの６０歳以上のお客様を対象としたご入場優待キャンペーンを実
施致します。当該期間の入場チケットは大人通常料金２,５００円ですが本キャンペーンのご利用によ
り５００円にてご購入いただける内容です。またご同伴のお客様も通常料金の半額にて入場チケットを
ご購入いただけます。
ハウステンボスはこの秋、 世界を遊べ！ハウステンボス史上最高の秋！ と銘打ち「ワールドオー
タムフェスティバル」を開催しています。１８日からの３連休中はハウステンボスを含め西日本各地か
ら５０体のユニークなご当地キャラクターが集結し「ご当地運動会 in ハウステンボス」が開かれてお
り３世代でお楽しみいただけます。また世界中から３００種類のビールを集めた「ビール祭」も開催中。
会場では金・土・日祝限定でロングソーセージやパエリア、ピッツァ、タルト等の巨大メニューを日替
わりでご用意しています。加えて「ハッピーハロウィーンパレード」、劇団スイセイミュージカルによ
るステージショーの他、数多くのシーズンイベントをご用意している他、この夏登場の「スリラー・フ
ァンタジー・ミュージアム」、「Ｈ.Ｉ.Ｓ.プレゼンツ ワンピースメモリアルログ」も連日多くのお客
様で賑わいをみせており日中から夜まで一日中お楽しみいただける内容となっています。
本キャンペーンは日頃からご愛顧いただいている地元長崎県、そしてお隣の佐賀県のお客様への感謝
の意も込めご用意させていただきました。是非この機会に秋の深まりとともにますます盛り上がるハウ
ステンボスをご体感ください。
記

「敬老の日記念」ご入場優待キャンペーン
対 象 ： 長崎県および佐賀県にご在住で６０歳以上のお客様。
＊ 昭和２６年（１９５１年）３月３１日以前にお生まれの方
期 間 ： 平成２２年９月１９日〜平成２２年９月２３日の５日間
内 容 ： 大人入場料金２,５００円（１７時以降１,０００円）を上記５日間限定で５００円にて対応します。
＊ 同時にご入場されるご同伴のお客様も通常料金の半額にて対応致します。
但し、１７時以降発売のムーンライトチケット大人料金は対象外となります。
＊ １８時以降は１０月末まで「夜間入場キャンペーン」を実施中。大人５００円でご入場いただけます。
備 考 ： ・ご利用時はご住所・年齢が確認できる証明書を入場窓口でご提示いただきます。
・ご同伴のお客様についてはお住まいの地域に関係なくご利用いただけます。
以上
＊ 添付資料：「敬老の日」入場優待キャンペーン 場内連動施策一覧

《ニュースリリースについてのお問い合わせ先》
ハウステンボス株式会社 企画本部 広報課 高田・中平
ＴＥＬ ０９５６−２７−０１３８ ＦＡＸ ０９５６−２７−００２５
http://www.huistenbosch.co.jp
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＊添付資料：「敬老の日」入場優待キャンペーン 場内連動施策一覧

《ご宿泊プラン》 長崎・佐賀在住者限定 敬老の日記念プラン
□期間 2010 年 9 月 19 日（日）〜9 月 30 日（木）まで
・ホテルヨーロッパ１泊朝食付 １０，０００円〜（消費税・サービス料込み 平日・１室３名様ご利用時１名様料金）

・フォレストヴィラ１泊朝食付 ８，０００円〜（消費税・サービス料込み 平日・１室５名様ご利用時１名様料金）

※ハウステンボス入場チケットは含まれません。9/19〜23 のご宿泊のお客様は「敬老の日記念」ご入場優待
キャンペーンをご利用下さい。24 日以降の入場はキャンペーン対象外とさせて頂きます。
※ホテルヨーロッパご宿泊の場合、お一人様 6000 円プラスで夕食付になります。
（夕食会場 フレンチレストラン「デ アドミラル」 のコースディナーまたは 日本料理「吉翠亭」の会席）

〔ご予約・お問い合わせ〕 ハウステンボス総合予約センター 0956-27-0011 （9：00〜18：00）
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＊ 添付資料：
「敬老の日」入場優待キャンペーン 場内連動施策一覧
店舗名

内容

特典

ランチご来店３世代家族でのご来店のお客様の小学生未満の方に
ドリンクプレゼント

割引

ｼﾆｱ料金60才以上、ﾃﾞｨﾅｰシニア 通常4,200円を3,500円（同伴のお
客様200円引き,休前日も同額）

割引

ｼﾆｱ料金60才以上、ランチシニア 通常2,000円を1,500円（同伴の
お客様200円引き.休前日も同額）

特典

喫茶をご利用の６０歳以上の方、ホテルヨーロッパセレクトコーヒー
を１杯プレゼント。※但し、コーヒー利用のみの方は適応いたしませ
ん。

割引

喫茶3世代家族でご利用のお客様で小学生未満（6歳まで）のお子
様にアップルジュース又はパイナップルジュースを半額で提供。

特典

食事利用の場合 足腰が丈夫であるようにと長寿を願い、 カルシ
ウム豊富な「じゃこの山椒煮」をプレゼント

割引

グランドメニュー(飲料のみ）すべての商品を30%OFFで提供

割引

生ビール500円で提供

ホテルヨーロッパ
「デ アドミラル」

特典

ランチにて60歳以上の方にグラススパークリング
フトドリンクを1杯プレゼント ※ランチのみ

フォレストヴィラ
「トロティネ」

割引

ランチ&スイーツ ガーデンブッフェ 通常１９００円を60歳以上のお
客様
１５００円 同伴のお客様は２００円引

ホテルアムステルダム
「アクールベール」

ホテルヨーロッパ
「アンカーズラウンジ」

ホテルヨーロッパ
「吉翠亭・戎座」

グ

60歳以上

ホテルヨーロッパ
「シェヘラザード」

ル
メ

対象

ユトレヒト地区「中の茶屋」

限定ﾒﾆｭｰ

ワインまたはソ

シニア特別弁当１，２８０円
（日替り弁当+ソフトドリンク）

移動屋台「ナッシュマルクト」
（シェフズ ショップ フジイ）

割引

ビーバーテールセット
通常価格７００円→６００円

港町地区「花の家」

特典

食事利用の場合 腰が曲がるまで丈夫という長寿の願いが込めら
れた海老を使った「海老味噌」をプレゼント

ユトレヒト地区
「カラオケ パロット」

お勧め

ユトレヒト地区「メイファン」

限定ﾒﾆｭｰ

60歳以上
お連れの方

60歳以上

ファミリープラン ４，５００円
90分カラオケ無料、ドリンク４杯、ミックスナッツ
※9月末まで

２世代・３世代
ファミリー利用

シニアセット(叉焼入りラーメン・点心３種・ソフトドリンク付)￥1,365

60歳以上

60歳以上

ユトレヒト地区「ピノキオ」「ロードレー
ウ」「プッチーニ」「とっとっと」

特典

ワンソフトドリンクサービス（証明書のご提示は不要です）

パサージュ内「ア・ビアント」

割引

アクセサリー１０％ＯＦＦ
60歳以上

ョッ

ア・ビアント
ホテルアムステルダム店

割引

パサージュ内「彩藍」

割引

パサージュ内「エステラ」

割引

ニュースタッド地区
ミニ胡蝶ラン「プチ・パピオン」

割引

一部商品除き10％ＯＦＦ＋苗プレゼント
※9月末まで

ビネンスタッド地区
「マルシェ・ド・パラディ」

特典

5000円以上お買い物（1店舗）された60歳以上のお客様（長崎・佐
賀）のご自宅へ宅急便代無料で受付
※タンテ・アニー、ヘクセンハウス除く

ブルーケレン地区「リンダ」

割引

60歳以上のお客様 購入時10％OFF ※一部商品を除く

アクティビティセンター

割引

秋の物作り体験 「ﾏｲ箸作り」 料金1,000円
(通常1,200円)

ドムトールン

割引

4階貸切展望室デイタイム（１０時、１２時、１４時、１６時〜６０分）１
室2,000円⇒1,500円10名まで

割引

６０歳以上ﾚﾝﾀﾙ料金10%off
※お連れ様だけのご利用不可
※ﾌｧﾐﾘｴ会員の割引重複利用はいただけません
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○秋・冬物新作１０％ＯＦＦ
○５，０００円・７，０００円均一セール
※9月26日まで
草木染・チューリップ染の商品
スカーフ・ストール・雑貨等 １０％ＯＦＦ
※9月26日まで

全対象

限定ﾒﾆｭｰ

Roseフェイシャルトリートメント 40分 8,000円
（着衣のまま/施術箇所：顔・頭皮）

限定ﾒﾆｭｰ

ハンド＆フットトリートメント 40分
（着衣のまま）

60歳以上

60歳以上

60歳以上の方
お連れ様

スパ「RINホテルヨーロッパ」

ー ョ

リ
ラ
ク
ゼ

レンタサイクル
フィッツ入国店、港町店

アクセサリー１０％ＯＦＦ

8,000円

限定ﾒﾆｭｰ

ボディトリートメント40分
7,000円
（リミディアルTR or アロマボディTR）

限定ﾒﾆｭｰ

アロマフェイシャルトリートメント40分
（施術箇所：デコルテ・顔）

60歳以上の方
お連れ様

スパ「RINウェルネス」
7,000円

※他の割引との併用はいただけません。またご利用時は年齢が確認出来るものをご提示ください。
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