
NEWS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハウステンボスでは

ワーフェスティバル

さまへ日頃のご愛顧と

ます。 

なお、

りますが、

弊社は引き続き、

拡大予防ガイドライン

いただける

 

【期間】

【対象】長崎県在住の方

【料金】
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ハウステンボスでは

ワーフェスティバル

へ日頃のご愛顧と

 

、3月 6日(日

りますが、7日（月）以降は通常営業時間での運営

弊社は引き続き、

拡大予防ガイドライン

いただけるテーマパーク運営に努めて参ります。

】2022 年 2 月

【対象】長崎県在住の方

【料金】ご入場：通常料金の半額

※年間パスポートを除く全ての券種が割引対象

 

ご宿泊：通常料金の半額

＜対象ホテル＞ハウステンボス

 ＜販 売 開 始

＜料 金

NEWS RELEASE

入場＆宿泊

対象期間：

入場券種 ※一部

1DAYパスポート

ホテルヨーロッパ

ホテルアムステルダム

フォレストヴィラ

ウォーターマークホテル長崎

変なホテル ハウステンボス

ハウステンボスでは 2022 年

ワーフェスティバル」の開幕にあわせ、

へ日頃のご愛顧と感謝を込めたご入場

日)まで「まん延防止等重点措置

日（月）以降は通常営業時間での運営

弊社は引き続き、国が公表している「

拡大予防ガイドライン」に沿って

テーマパーク運営に努めて参ります。

月 26 日（土）～

【対象】長崎県在住の方 ※ご利用の際に

通常料金の半額

※年間パスポートを除く全ての券種が割引対象

ご宿泊：通常料金の半額

ホテル＞ハウステンボス

※ホテルアムステルダム、フォレストヴィラ、変なホテル
は 3月

始＞2月 22 日（火）

金＞※税金・サービス料込

RELEASE

長崎県在住のお客様へ

入場＆宿泊 

対象期間：2022

通常料金

キャンペーン料金

入場券種 ※一部

1DAYパスポート

ご宿泊料金

ホテルヨーロッパ

ホテルアムステルダム

フォレストヴィラ

ウォーターマークホテル長崎

変なホテル ハウステンボス

年 3月 25 日に開業

」の開幕にあわせ、2月

感謝を込めたご入場

まん延防止等重点措置

日（月）以降は通常営業時間での運営

が公表している「遊園地・テーマパークにおける

に沿って感染予防体制

テーマパーク運営に努めて参ります。

― 

）～2022 年 3

※ご利用の際に長崎県

通常料金の半額 （入場窓口でのご購入に限ります）

※年間パスポートを除く全ての券種が割引対象

ご宿泊：通常料金の半額 （公式ホームページからのご予約に限ります

ホテル＞ハウステンボス 5ホテル

※ホテルアムステルダム、フォレストヴィラ、変なホテル
月 7日から営業再開予定となります。

日（火）15時～

※税金・サービス料込

RELEASE 

開業 30

長崎県在住のお客様へ

 半額キャンペーンを実施します

2022 年 2 月

大人

(18歳以上)

7,000円

キャンペーン料金 3,500円

ご宿泊料金

ウォーターマークホテル長崎

変なホテル ハウステンボス

日に開業 30 周年を迎えるにあたり、春を彩ってきた「

月 26 日（土）から

感謝を込めたご入場とご宿泊の半額

まん延防止等重点措置」に伴い

日（月）以降は通常営業時間での運営再開

遊園地・テーマパークにおける

予防体制を強化し、

テーマパーク運営に努めて参ります。 

 概  要 

3 月 18 日（金

長崎県在住である証明のご提示が必要です

入場窓口でのご購入に限ります）

※年間パスポートを除く全ての券種が割引対象 

（公式ホームページからのご予約に限ります

ホテル 

※ホテルアムステルダム、フォレストヴィラ、変なホテル
日から営業再開予定となります。

時～ 

※税金・サービス料込  1 名様料金

30 周年特別企画

長崎県在住のお客様へ

半額キャンペーンを実施します

月 26 日（土）～

大人 中人

(18歳以上) (中高生)

7,000円 6,000円

3,500円 3,000円

1泊朝食

10,700円～

4,600円～

6,500円～

3,900円～

周年を迎えるにあたり、春を彩ってきた「

日（土）から 3月

の半額キャンペーン

」に伴い営業内容を

再開を予定しております。

遊園地・テーマパークにおける

を強化し、お客様が園内で安全・安心にお過ごし

 ― 

日（金） 

在住である証明のご提示が必要です

入場窓口でのご購入に限ります）

 

（公式ホームページからのご予約に限ります

※ホテルアムステルダム、フォレストヴィラ、変なホテル
日から営業再開予定となります。 

名様料金 

特別企画 

長崎県在住のお客様へ

半額キャンペーンを実施します

日（土）～3月

中人 小人

(中高生) (小学生)

6,000円 4,600円

3,000円 2,300円

1泊朝食

10,700円～

4,600円～

6,500円～

3,900円～

周年を迎えるにあたり、春を彩ってきた「

月 18 日（金）まで

キャンペーンを下記の通り実施いたし

営業内容を一部縮小して運営してお

を予定しております。

遊園地・テーマパークにおける 新型コロナウイルス感染

お客様が園内で安全・安心にお過ごし

在住である証明のご提示が必要です

入場窓口でのご購入に限ります） 

（公式ホームページからのご予約に限ります

※ホテルアムステルダム、フォレストヴィラ、変なホテル ハウステンボスの

長崎県在住のお客様へ 

半額キャンペーンを実施します

月 18 日（金

未就学児

(小学生) （4歳～小学校入学前）

4,600円 3,500円

2,300円 1,750円

翌日1DAYパスポート付き

周年を迎えるにあたり、春を彩ってきた「

）まで長崎県民の皆

を下記の通り実施いたし

一部縮小して運営してお

を予定しております。 

新型コロナウイルス感染

お客様が園内で安全・安心にお過ごし

在住である証明のご提示が必要です 

（公式ホームページからのご予約に限ります。室数限定です。

ハウステンボスの

2022 年 2 月

広報－

半額キャンペーンを実施します 

日（金） 

未就学児 おもいやり

（4歳～小学校入学前）
(65歳以上、妊婦、3歳以下の

お子様連れ、ペット連れの方)

3,500円 5,000円

1,750円 2,500円

1泊朝食
翌日1DAYパスポート付き

12,200円～

8,700円～

6,100円～

周年を迎えるにあたり、春を彩ってきた「フラ

長崎県民の皆

を下記の通り実施いたし

一部縮小して運営してお

新型コロナウイルス感染

お客様が園内で安全・安心にお過ごし

。室数限定です。） 

ハウステンボスの 3ホテル 

月 22 日 

広報－20 

おもいやり

(65歳以上、妊婦、3歳以下の

お子様連れ、ペット連れの方)

5,000円

2,500円

翌日1DAYパスポート付き

 

 



【イベントについて】 

「フラワーフェスティバル」 

花咲く街で春の訪れをお祝いします。絶景の花スポットをはじめ、アーティステックなお花で

彩られるスポットやショー、今だけしか味わえないグルメが登場します。 

開幕に合わせ、「100 万本のチューリップ祭」がスタート。風車や宮殿など、広大なヨーロッパ

の街並みを色とりどりのチューリップが彩ります。3 月中旬からはオリジナル品種「ハウステ

ンボス」10万本が一面に咲き誇るスポットもお見逃しなく。 

 

期間：2022 年 2 月 26 日（土）～5月 6日（金） 

   ※100 万本のチューリップ祭は 4月 10 日（日）まで 

 

 

 

お客様のお問い合わせ先 

ハウステンボス総合案内ナビダイヤル：0570-064-110 

 
《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 須田・滝本 
ＴＥＬ ０９５６－２７－０１３８ ＦＡＸ ０９５６－２７－００２５ 

https://www.huistenbosch.co.jp 
 


