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スタンプラリーやオリジナルグッズ販売、プレオープンでは特典も！
スタンプラリーやオリジナルグッズ販売

弱虫ペダル GLORY LINE 長崎ステージ in ハウステンボス』
『弱虫ペダル
いよいよ開幕！イベントの
！イベントの詳細速報
詳細速報
はは

プレオープン
：2018 年 7 月 20 日（金）
グランドオープン ：2018 年 7 月 28 日（土）

※開催期間は 1 年間を予定

長崎・ハウステンボスでは、新施設「弱虫ペダル GLORY LINE 長崎ステージ in ハウステンボス」を
2018 年 7 月 20 日（金）プレオープン、2018
日（金）プレオープン、2018 年 7 月 28 日（土）にグランドオープンいたします。イベントでは、弱虫ペダルを
では、弱虫ペダルを
体感できる３つのコンテンツを展開。また 7 月 20 日から 27 日のプレオープン 8 日間限定で、スペシャルグッズを先着で
プレゼント。ハウステンボスの
プレゼント。ハウステンボス
の新イベントにご期待ください。
新イベントにご期待ください。

『弱虫ペダル GLORY LINE 長崎ステージ
in ハウステンボス』実施概要

■場所：ハウステンボス
（長崎県佐世保市ハウステンボス町１−１）

■期間：2018 年 7 月 20 日（金）プレオープン
2018 年 7 月 28 日（土）本オープン
※開催期間は 1 年間を予定
■内容：
弱虫ペダルの世界観
弱虫ペダルの世界観を体感できる 3 つのコンテンツ
①弱虫ペダルと長崎が
①弱虫ペダルと長崎がコラボ
コラボしたオリジナルフォト
スポットや場内
スポットや場内ラリー
②長崎出身の作者渡辺航先生のスペシャル展示
③本イベント描き下ろしイラストのオリジナル

グッズ販売
■ハウステンボス公式サイト：：
■ハウステンボス公式サイト
https://www.huistenbosch.co.jp/event/yowapeda/

■プレオープン特典
日間限定で、イベント来場のお客様に
7 月 20 日（金）～7 月 27 日（金）の 8 日間限定で、イベント来場のお客様に
オリジナルチェキ風カードをプレゼント！数量限定、お 1 人様 1 枚のみ
オリジナルチェキ風カードをプレゼント！数量限定、お
ランダムにてお渡し予定です。

イベント詳細
【イベントストーリー】
■総北長崎合宿
前年の全国大会＜インターハイ＞で優勝した総北高校。新世代チームのキャプテンの手嶋純太が
次の全国大会に向けて「坂の多い街」である長崎での強化合宿を行うことになった。
次の全国大会に向けて「
坂の多い街」である長崎での強化合宿を行うことになった。
現地で練習をしていると、総北メンバーの前に箱根学園・京都伏見高校のライバルたち、
そして卒業生の面々が現れる！果たして総北メンバーはこの合宿を乗り越えられるのか！？

【イベントコンテンツ①】
【イベントコンテンツ①
クライマーフォトスポット』
『クライマーフォトスポット』
まるでクライマー達と自転車レースをしているかのようなトリックアートの写真が撮れるフォトスポット。
『スプリントレースに挑戦』
足元のペダルボタンを踏んで、スプリンター達と一緒にレースをしている体験ができるアトラクション。
『全力対決名場面』
過去の様々な対決名場面を集めた道が登場。アニメの原画も合わせて、熱い場面を振り返ろう！
過去の様々な対決名場面を集めた道が登場。アニメの原画も合わせて、熱い場面を振り返ろう！
『ハウステンボス神社』
イベント施設内に神社が登場。絵馬を購入して、応援したいキャラクターに想いをこめ
イベント施設内に神社が登場。絵馬を購
内に神社が登場。絵馬を購入して、応援したいキャラクターに想いをこめ、メッセージを書こう！
入して、応援したいキャラクターに想いをこめ、メッセージを書こう！
『長崎県観光スポット紹介』
長崎県のおすすめ観光スポットをキャラクター達が紹介。

【イベント館内で楽しむ！】 『スタンプラリー』
を払って体験できるスタンプラリーを実施。
参加料 500 円の “合宿費” を払って体験できるスタンプラリーを実施。
スタンプを全部集めた方には、『オリジナルチケットホルダー』をプレゼント
スタンプを全部集めた方には
、『オリジナルチケットホルダー』をプレゼント

オリジナルチケットホルダー

【ハウステンボス場内で楽しむ！】 『AR スタンプラリー』
スマートフォンに専用アプリ（無料）をダウンロードして参加する、スタンプラリー。
ハウステンボス場内に点在する選手たちの「自転車パネル」を探して、
ハウステンボス場内に点在する選手たちの「自転車パネル
総北メンバー5 人を集めよう！コンプリートで、スマートフォン内で使える
総北メンバー5
オリジナルフォトフレームをプレゼント。

フォトフレーム

【イベントコンテンツ②】
『長崎県出身の原作者渡辺航先生紹介コーナー』
先生からのメッセージや愛用品の展示、長崎県にまつわる「弱虫ペダル」の情報など、
ここでしか見られないスペシャル展示コーナー。
原作者 渡辺航先生

【イベントコンテンツ③：オリジナルグッズ】
7/20（金）発売

Ａ４クリアファイルＡ
￥400（税抜）

Ａ４クリアファイルＢ
￥400（税抜）

アクリルフィギュア
各￥1,600（税抜）

デカ缶バッジ ミニキャラ
各￥600（税抜）

エコバッグ
￥1,200（税抜）

デカ缶バッジ 等身
各￥600（税抜）

7/28（土）発売

缶ミラー
各￥500（税抜）

マイクロファイバータオル
￥700（税抜）

8/8（水）発売予定

A3 クリアポスター
￥600（税抜）

A2 タペストリー
￥2,400（税抜）

折りたたみミラー
￥2,500（税抜）

版抜きステッカー2 種セット
￥450（税抜）

IC カードステッカー
￥600（税抜）

ポストカード 5 種セット
￥500（税抜）

ノート
￥400（税抜）

※デザインはイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

9/1（土）発売予定

今回の描き起こしミニキャラを使ったトレーディング商品を発売予定！
TR 缶バッジ（全 22 種）
1 個 \400（税抜）
\2,800（税抜）（A セット 7 種、B セット 7 種）
\3,200（税抜）（C セット 8 種）
TR アクリルキーホルダー（全 22 種）
1 個 \700（税抜）
\4,900（税抜）（A セット 7 種、B セット 7 種）
\5,600（税抜）（C セット 8 種）
描き起こしミニキャラ
【総北高校】小野田、今泉、鳴子、手嶋、青八木、鏑木、金城、巻島、田所
【箱根学園】泉田、黒田、葦木場、真波、銅橋、新開悠人、福富、東堂、荒北、新開隼人
【京都伏見】御堂筋、岸神、石垣
9 月発売予定商品
デカ缶バッジ ミニキャラ（箱根学園 ver.）
各￥600（税抜）
デカ缶バッジ 等身（箱根学園 ver.）
各￥600（税抜）
アクリルフィギュア
各\1,600（税抜）
※デザインや販売時期、詳細な販売方法については後日発表致します。
「弱虫ペダル」とは…
2008 年に秋田書店「週刊少年チャンピオン」に初掲載されて以来、現在も大人気連載中。
ロードレースという自転車競技を題材にし、男女問わず多くの人から支持され、コミックス累計 2000 万部を突破した
今最も熱いスポーツ少年漫画。2013 年にＴＶアニメ化され、計７クールを放送、2015 年には劇場版アニメが公開され
た。2016 年に放送した実写ドラマも好評を博し、2017 年には「Season2」が放送。また、2012 年から舞台も 10 作品
上演され、約 40 万人の動員を記録。現在はＴＶアニメ第 4 期が 2018 年 1 月から放送され、更なる盛り上がりを見せ
ている。

【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】 ハウステンボス PR 事務局（株式会社エードット内）（金・奥村・水上） tel 03(5778)3612
◆twitter&facebook 更新中♪ぜひご登録ください◆ http://www.huistenbosch.co.jp

