2013 年 2 月 6 日

ハウステンボスＰＲリリース－53

さあ、夢の世界へ。
過去最大規模となる日本最多550品種が登場！

2013年3月2日（土）～4月7日（日）
《スペシャルウィーク》3月23日（土）～4月7日（日）
ハウステンボスでは、2013 年 3 月 2 日（土）～6 月 30 日（日）まで季節の花々が咲き誇る「花の王国 2013」
を開催。3 月 2 日（土）～4 月 7 日（日）は、スタートを飾る「チューリップ祭」で幕開けし、過去最大規模となる
国内最多品種 550 品種のチューリップがお目見えします。
今年はデザインガーデンや一面に広がるスポットなどチューリップの彩り方も様々。街並みとコラボレーショ
ンする 3 大スポットを中心に、場内各所でチューリップが咲き誇ります。
中でも 3 月 23 日（土）～4 月 7 日（日）16 日間はチューリップが最も見頃を迎え、見どころをご案内するガイ
ドツアーやチューリップを使った体験イベントで賑う「スペシャルウィーク」を開催。パレードやステージイベント
はもちろん、ハリウッドから来日する世界最高峰のマジックの殿堂「マジックキャッスル」や人気ゲームの“レイト
ン教授”が新たな謎に挑戦する体験型ナゾトキラリーなどエンターテインメントも満載です。
チューリップスポット巡りや、カフェでのひととき、華やかなエンターテインメントや夜のライトアップ鑑賞など
で、ここにしかない春を満喫ください。

チューリップのまち ３大スポット！
一面に広がるチューリップがお出迎え！

三連風車とチューリップ畑
お馴染みのこの景色！色鮮やかなストライプガーデン
に囲まれた、三基のオランダ風車は必見。
【期間】 3月2日（土）～4月7日（日）
【場所】 フラワーロード

花に囲まれたカフェとマーケット

華やかに彩るデザインガーデン

教会とチューリップ広場

花の宮殿 パレス ハウステンボス

不動の人気品種「ハウステンボス」をはじめ、様々なチ

パレス ハウステンボスの前庭がチューリップをはじめ、

ューリップの品種で埋め尽くされる。スタッフが見どころ

春の花々で美しくデザインされます。

を解説する“チューリップガイドツアー”もあり。

【期間】 3月23日（土）頃～4月7日（日）頃
【場所】 パレス ハウステンボス

【期間】 3月23日（土）頃～4月7日（日）頃
【場所】 アムステルダム広場
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※開花状況は天候、その他の理由により変動することがあります。

イベントや見どころは他にも盛りだくさん！

グルメ＆ショッピング
エディブルフラワー！

にぎやかで楽しい！

食べるチューリップ

フラワー＆スイーツマーケット

食用チューリップを使用した
華やかなメニューが登場。

チューリップ100品種の球根予約
販売をはじめ、花苗やカラフルな
スイーツ、紅茶、チューリップ関連商品などが揃います。

【期間】 3月2日（土）～4月7日（日）

【期間】 3月2日（土）～4月7日（日）

【場所】 ピノキオ 他

【場所】 ワールドバザール

イベント＆体験・参加
もっと知って楽しく♪チューリップマイスターのガイドツアー

550品種の中でも特徴的な珍品種をチュ－リップマイスターが解説。
【期間】3月23日（土）～4月7日（日） 【場所】アムステルダム広場
おトクにGET！ 花競り体験
誰でも気軽に参加できる花競りを開催。うまく競り落とせば市場価格よりずっとお安く手に入ります。
【期間】 3月23日（土）～4月7日（日）

【場所】 ワールドバザール*週末のみ

≪ちゅーりーのお誕生会≫

お気軽に作ろう！チューリップ花束作り体験
花畑に咲くチューリップを摘んでオリジナルの花束が完成。
【期間】 3月23日24日、30日31日、4月6日7日

【場所】バスチオン 【料金】500円

摘み立てをご自宅へ♪チューリップ摘み取り体験
プランターに咲いている花を摘み取ってお持ち帰りください。

3 月 24 日（日）
この日限定のちゅーりーケーキが登
場！3/2 からお目見えするフォトス
ポットのちゅーりーハウスでみんなを
お待ちしています♪（フォンデル内）

【期間】4 月 7 日 【場所】アムステルダム広場 【時間】14：30～17：00 【料金】10 本 100 円 ＊なくなり次第終了

春休みにおすすめ！新アトラクションや期間限定イベントも
NEW

３月１日（金） ＯＰＥＮ！

ザ ・ メ イ ズ

世界最大級の 5 階建て巨大迷路

Ｔｈｅ Ｍａｚｅ

迷路の中は隠し扉などの仕掛けだらけ。隠された秘宝「龍玉」を探し出
しあなたは脱出できるか? 5 階層からなる巨大な建物に入り、組み合
わせで 378 通りにもなるコースを、縦横無尽に動き回りながら脱出する
新感覚の複層型巨大迷路アトラクション。
【場所】 アドベンチャーパーク内
【料金】 500 円（1DAY パスポート、年間会員 1 回目無料・2 回目から 300 円）

３月 2 日（土） ＯＰＥＮ！

３月１日（金） START！

NEW

逆バンジー！ エクストリーム・イン・ライン
バネを利用して空高く飛びあがる大興奮のエアジャン
パー。同時に 4 人まで体験できます。
【場所】 アトラクションタウン
【料金】 500 円（1DAY パスポート、年間会員無料）

大好評につき、第２弾！

３Ｄプロジェクションマッピング
毎夜歓声があがる大好評の３Ｄプロジェクション
マッピング。この春、新たな映像へとバージョンア
ップする驚愕の映像イリュージョンにご期待を。
【場所】アムステルダム広場

３月 23 日（土）～5 月 6 日（祝・月）

Ｍａｇｉｃ Ｃａｓｔｌｅ

3 月 23 日（土）～5 月 6 日（祝・月）

Ｒ

マジックキャッスル from HOLLYWOODⅢ
Ⅲ
累計３万人が熱狂したあのイベントが再び！マジ
ックの殿堂「マジックキャッスル」からやって来る、
マジシャンオブイヤー受賞歴のある世界最高峰
マジシャンの技を間近で、その目で確かめて。
【場所】 ムーンシャワー
【料金】 VIP 席 3,000 円（1 ドリンク付）、
A 席：大人 1,500 円、4 歳～高校生 500 円

レイトン教授とドムトールンの秘宝
ハウステンボスを舞台にレ
イトン教授が新たな謎に挑
戦！また、レベルファイブ
15 周年を記念した展示会
も同時開催。
アンドリュー・
ゴールデンハーシュ
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3 月 23 日（土）

チューリップ花火が打ちあがります。

チューリップ祭の開幕を祝い、夜空に咲くチューリップ花火とレーザーショーをお楽しみください。
【時間】20 時 20 分～ ※打ち上げは 20 時 40 分～
【会場】特別観覧エリア：ウォーターマークホテル長崎ハウステンボス前（有料） ※フリーゾーンでもご覧いただけます。
【料金】特別観覧券 1,000 円（4 歳以上）
※当日、フリーゾーンは終日有料エリアとなります。

新料金のご案内
◆2012 年 3 月 2 日（土）より
エリア名称と入場料金が新しくなります◆
パスポート対象有料施設が
25 施設⇒２９施設へ拡大

≪１DAY パスポート≫
ハウステンボス 1 日入場＋対象施設 1 日利用フリー

券種
大人
（18歳以上）

中人
（中・高校生）

小人
（4歳以上～小学生）

シニア
（60歳以上）

ムーンライト
パスポート

１DAY
パスポート

（17時以降の入場）

5,900円

4,500円

4,700円

3,500円

3,500円

2,500円

5,400円

4,000円

お得なシーズンチケットも
シーズンチケットも販売
ハウステンボス 1 日入場＋アクセスチケット（カナルクルーザー、パークバス）＋シーズンチケット限定特典
シーズン限定
チケット

期間

チューリップ
満喫チケット

2013年3月2日（土）
～
2013年4月7日（日）

大人

中人

小人

（18歳以上）

（中・高校生）

（4歳以上～小学生）

3,900円

2,700円

1,600円

以降もシーズンの満喫チケットを販売します。

◆花の王国 2013 スケジュール◆
名称
チューリップ祭

期間
3/2（土）～4/7（日）、スペシャルウィーク 3/23（土）～4/7（日）

ガーデニングジャパンカップ

4/6（土）～5/6（月・祝）

バラ祭

5/11（土）～6/2（日）、スペシャル 5 ウィーク 5/15（水）～5/26（日）

あじさい祭

6/8（土）～6/30（日）

【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） 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（所属：ｷﾅｯｸｽ） tel 092（762）4141
【取材等のお問合せ先②】 ハウステンボス経営企画室（高田・中野）／宣伝部（藤井） tel 0956（27）0180
http://www.huistenbosch.co.jp ◆
twitter &
facebook 更新中♪ぜひご登録ください◆
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