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＞＞ハウステンボス × 山本寛斎 「日本元気プロジェクト」
【スペシャルイベント・
スペシャルイベント・6 日間限定】
日間限定】 スーパー元気
スーパー元気ステージ
元気ステージＹＡＹ
ステージＹＡＹ！
ＹＡＹ！
山本寛斎プロデュースによるファッション、音楽、クリエーション、人間エネルギー
のコラボレーションスーパー元気ステージＹＡＹ！をハウステンボスにて開催。
期間

9 月 17 日（土）～19 日（月・祝）、23 日（金・祝）～25 日（日）

場所

アートガーデン内特設ステージ

時間

昼公演 13:00～14:00

テーマは
元気再生
再生。
テーマは「元気
再生
。
こう、
日本」」
上を向こう
、日本

夕公演 16:00～17:00
★前売り入場セット券（7/1 より各コンビニ、プレイガイドなどで各公演 2 日前まで販売）
大人（18 歳以上）

中人（中・高生）

小人（4 歳～小学生）

S席

5500 円

5000 円

4300 円

A席

4800 円

4300 円

3600 円

※セット券は前売り販売のみ

※単独チケットもございます。

※ハウステンボス総合予約センター（0956-27-0011 9：00～19：00）でもご予約承ります。

スペシャルアーティスト 土屋アンナ
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＞＞7 月 16 日（土）からスタートするのはこちら！

＞＞ハウステンボス × 山本寛斎 「日本元気プロジェクト」
山本寛斎氏とハウステンボスの夢のコラボレーションが実現。「日本元気プロジェクト」として、スペシャルウォー
ターアトラクションや、デザイナー山本寛斎氏ならではの衣装展を開催。

【期間限定】 スペシャルウォーターアトラクション
期間

7 月 16 日（土）～10 月 2 日（日）

場所

ニュースタッド地区

内容

KANSAI SUPER SHOW『アボルダージュ』や『七人の侍』※
で観客を魅了したガトリング砲が登場します。

料金

400 円（予定）

ガトリング砲イメージ

【期間限定】 KANSAI SUPER SHOW 衣装展
期間

7 月 16 日（土）～10 月 2 日（日）

場所

ビネンスタッド地区 ギヤマンミュージアム

内容

KANSAI SUPER SHOW『七人の侍』※の衣装を展示。

料金

一律 500 円

※KANSAI SUPER SHOW とは・・・1993 年にロシア赤の広場で行われた『ハロー！ロシア』を皮切りに、圧倒的なスケールとエンタテインメント性を
重視した新しい芸術表現。２０１０年 KANSAI SUPER SHOW『七人の侍』では、黒沢明監督の映画『七人の侍』を原作に、水 200 トンを張り詰めた
アリーナで、出演者がずぶぬれで宙を舞ったり、立ち回ったりなどのパフォーマンスを繰り広げ、大変話題になりました。

＞＞スリラー・ファンタジー・ミュージアムが 2011 年、新たなステージへ！
◆スリラー・ファンタジー・ミュージアム OPEN1 周年
昨年夏にフジテレビとタッグを組み世界最大級のスリラータウンとしてオープンした「スリラー・ファンタジー・ミュ
ージアム」。1 周年を記念し、夜の名物イルミネーションショーが新バージョンに！人気アトラクション「メロディ・イ
ン・ザ・ダーク」も怖さ＆楽しさがアップし、新たな結末が待ち受けます。どうぞご期待ください！

【スペシャルイベント
スペシャルイベント・
イベント・3 日間限定】
日間限定】 Thriller Carnival （スリラーカーニバル）
スリラーカーニバル）
日程

7 月 16 日（土）～18 日（月・祝）

時間

未定

内容

1 周年を記念して、3 日間にわたりスペシャルゲストを招いたラ
イブイベントを開催。
7/17、7/18 はモト冬樹さんと松村邦洋さんが登場します。
【出演予定】モト冬樹、松村邦洋、Sayaka（MC）
※以降アイウエオ順：AS★KNOW、かぼす、神田聖子、
the Soul（ザ ソウル）、HaLe BaLe（ハレバレ）、MAA、
ミサンガ、ヤドカリ、LinQ

モト冬樹

松村邦洋

◆5D MIRACLE TOUR 7/16 グランドオープン
4 月にモニターオープンした新感覚映像アトラクション「5D
MIRACLE TOUR」が、コンテンツを新たにグランドオープン！
全編 CG を使用し、5D の魅力を余すことなく体感できます。
時間

約 8 分間

料金

600 円
（とくとくチケット・ファミリエ年間パスカード会員 500 円）

イメージ CG
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＞＞ハウステンボスグローブが、さらにバージョンアップ！
4 月に登場し話題沸騰中の ONE PIECE サウザンド・

10 万人
突破間近！

サニー号クルーズが、早くも 10 万人を突破間近！
7/16 にはファン待望の「ミニメリー号にのろう」もスター
ト、さらに新たに登場人物のエースやミホークの船に乗
って記念撮影ができるフォトスポットも誕生します。また、
ハウステンボス限定の新商品や新メニューなど続々登
場します。

◆ONE PIECE サウザンド・サニー号クルーズ
場所

フリーゾーン

内容

10：00～17：00（12：00 を除く）計 7 便 ※20 分間

料金

大人 1000 円、小人 600 円

【新アトラクション】 ミニメリー号に乗ろう
場所

フリーゾーン

内容

大人 2 人、子ども 1 人の 3 人乗り。※雨天中止

料金

500 円 ※小学生以上有料・小学生以下は大人の同伴必須
ミニメリー号イメージ

＞＞夏だから！びしょぬれになってはしゃごう！！
◆水の王国 （場所：ビネンスタッド地区）
夏の定番の水のアトラクション「水の王国」をはじめ、ビネンスタッド地区
に‘ひやっ’と楽しめるアイテムが充実。よりアクティブに楽しめます。

【新アトラクション】 フィッシュパイプ（右写真）
内容

ニュージーランドで開発されたニューアトラクション。
スリル満点！

料金

大人 800 円・小中学生 500 円

【新スポット】 アイスバー
内容

マイナス 8 度の異世界で味わう冷た～い飲み物。
どんなに猛暑でも体の芯まで冷やしてリフレッシュ！

料金

有料

＞＞毎日開催！ビール片手に極上のエンタテインメントを♪
ハウステンボスナイトページェント「サマービート 2011」
会場であるアレキサンダー広場特設ステージ付近にはビールやおつまみの屋台も充実！夏の夜をさらに熱く
する極上のエンタテインメントをお楽しみあれ！

◆劇団スイセイ・ミュージカル
「5Stones～本物の宝物～」

毎シーズン異なるミュージカルで観客を魅了する
「劇団スイセイ・ミュージカル」。今回は５つの石に
導かれ夢の国を旅する物語「5Stones～本物の宝
物～」をお送りします。
【演出・台本・音楽 西田直木／主演 小泉敦士】

◆アフリカンダンス FROM ウガンダ

アフリカの大地で継承される愛と祈りにあふれ
たエネルギッシュなダンス「アフリカンダンス
FROM ウガンダ」が上陸。
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＞＞この花火大会は、本当に、凄い。
◆第 3 回世界花火師競技会 海外予選
音楽に合わせた演出花火によって世界一の花火師を決定する世界花火師競技会。7 月～8 月は海外予選。
9/24 に行う決勝戦へと進むことができる 1 チームが決まります。
時間 20：00～（予定）※約 20 分
場所 ウォーターマークホテル長崎・ハウステンボス前
料金 特別花火観覧券（桟敷券）2,000 円
特別観覧席以外はハウステンボス入場料のみでご鑑賞いただけ
ます。 ※当日はフリーゾーンも有料ゾーンとなります
海外予選
海外予選
7 月 16 日（土）

イギリス代表（パイロヴィジョン社）

7 月 30 日（土）

マカオ代表（マカオファイアーワークス社）

8 月 13 日（土）

オーストラリア代表
（フォーティインターナショナルファイアワークス社）

8 月 20 日（土）

アメリカ代表（メルローズパイロテクニクス社）

8 月 27 日（土）

ドイツ代表（イノヴェイティブパイロテクニーク社）

◆第 3 回世界花火師競技会 決勝戦
決勝戦＞＞
決勝戦＞＞ 9 月 24 日（土）
日本代表（ワキノアートファクトリー）VS 海外代表（上記 5 チームから決定） ※料金は予選と異なります。

＞＞男性コメディバレエの頂点が、再び上陸
◆グランディーバ バレエ団
抱腹絶倒？！笑いと芸術を見事に融合させた、男性コメディバレエの頂点が、大好評につき夏にも公演。
日程 7 月 22 日（金）～8 月 28 日（日）※休演日あり
場所 ユトレヒトプラザ
料金 大人 1800 円、中高生 1000 円、小学生以下無料（大人 1 名につ
き 2 名まで） ※入場料は別途必要

＞＞夏の花といえば 「ひまわり」
◆今年はアートガーデン（ユトレヒト側）にひまわりが咲き誇ります
【見頃は 8 月上旬～中旬】
※天候によって異なる場合がございます。

【お客様のお問合せ先】 ハウステンボス総合案内（ナビダイヤル）※6/1 より変更しました tel 0570（064）110
【取材等のお問合せ先①】 ハウステンボスＰＲ担当 松田・穴見（所属：ｷﾅｯｸｽ） tel 092（762）4141
【取材等のお問合せ先②】 ハウステンボス広報宣伝課

高田・中野・内薗

tel 0956（27）0180
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