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ハウステンボス

置区域に佐世保市

いたします。

弊社は引き続き、

拡大予防ガイドライン

いただける

今後、

ださい。

 

【対 象 期
 

【営 業 時

          
 

【酒 類 提
 

【営 業 内

◎直営ホテル

1
※期間中、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にご予約いただいている方はホテル

ヨーロッパへアップグレードさせていただきます。ホテルヨーロッパに現在ご予約いただいている方は客室のアップグ

レードをさせていただきます。詳細は公式ホームページをご覧くださいませ。
 

◎イベント

スカイランタンセレブレーション

＜
 

歌劇

＜

 

◎入場時間の
対象期間中、アフター
オフィシャルホテル

 

◎各施設、店舗の営業状況はハウステンボス公式ホームページにてご確認ください。
 
【ハウステンボスの感染予防対策
 

NEWS

ハウステンボスでは、１月

置区域に佐世保市が指定されたことをふまえ、下記のとおり期間中の営業

いたします。 

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。

、政府及び自治体の方針に沿って

い。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

対 象 期 間】 2022

営 業 時 間】 上記期間中全日程
                ※変更前：当初、長崎県の警戒警報

酒 類 提 供】 終日休止といたします。

営 業 内 容】 

直営ホテル 

1 月 23 日（日）～
※期間中、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にご予約いただいている方はホテル

ヨーロッパへアップグレードさせていただきます。ホテルヨーロッパに現在ご予約いただいている方は客室のアップグ

レードをさせていただきます。詳細は公式ホームページをご覧くださいませ。

イベント 

スカイランタンセレブレーション

＜変更前＞2月

歌劇 ザ・レビュー

＜対象日程＞

 

入場時間の前倒し対応について
対象期間中、アフター
オフィシャルホテル

 

各施設、店舗の営業状況はハウステンボス公式ホームページにてご確認ください。

ハウステンボスの感染予防対策

NEWS RELEASE

ＴＥＬ

では、１月 21

が指定されたことをふまえ、下記のとおり期間中の営業

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。

及び自治体の方針に沿って

ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

2022 年 1 月 21

上記期間中全日程
※変更前：当初、長崎県の警戒警報

終日休止といたします。

   

日（日）～2月 13
※期間中、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にご予約いただいている方はホテル

ヨーロッパへアップグレードさせていただきます。ホテルヨーロッパに現在ご予約いただいている方は客室のアップグ

レードをさせていただきます。詳細は公式ホームページをご覧くださいませ。

スカイランタンセレブレーション

月 11 日（金）、

ザ・レビュー ハウステンボス新人公演開催中止

＞2月 9日（水）、

前倒し対応について
対象期間中、アフター3パスポート、アフター
オフィシャルホテル 1.5DAY

各施設、店舗の営業状況はハウステンボス公式ホームページにてご確認ください。

ハウステンボスの感染予防対策

ハウステンボス総合案内ナビダイヤル：

RELEASE

「まん延防止等重点措置

１月２１

《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

ＴＥＬ ０９５６－２７－０１３８

21 日(金)から「

が指定されたことをふまえ、下記のとおり期間中の営業

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。

及び自治体の方針に沿って変更

ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

― 

21 日（金）～

上記期間中全日程 10:00
※変更前：当初、長崎県の警戒警報

終日休止といたします。 

13 日（日） ホテルヨーロッパのみの営業
※期間中、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にご予約いただいている方はホテル

ヨーロッパへアップグレードさせていただきます。ホテルヨーロッパに現在ご予約いただいている方は客室のアップグ

レードをさせていただきます。詳細は公式ホームページをご覧くださいませ。

スカイランタンセレブレーション開催延期

）、12 日（土

ハウステンボス新人公演開催中止

日（水）、10 日（木）

前倒し対応について 
パスポート、アフター

1.5DAY パスポートについては

各施設、店舗の営業状況はハウステンボス公式ホームページにてご確認ください。

ハウステンボスの感染予防対策】  https://www.huistenbosch.co.jp/information/safety/

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：

RELEASE 

まん延防止等重点措置

１月２１日(金

《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

０９５６－２７－０１３８
https://www.huistenbosch.co.jp

から「まん延防止等重点措置

が指定されたことをふまえ、下記のとおり期間中の営業

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。 

変更となる場合がございますので、あらかじめご了承く

ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

 概  要 

）～2022 年 2 月

10:00～20:00
※変更前：当初、長崎県の警戒警報を受けて 1

 

ホテルヨーロッパのみの営業
※期間中、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にご予約いただいている方はホテル

ヨーロッパへアップグレードさせていただきます。ホテルヨーロッパに現在ご予約いただいている方は客室のアップグ

レードをさせていただきます。詳細は公式ホームページをご覧くださいませ。

開催延期 

日（土） → ＜変更後

ハウステンボス新人公演開催中止

日（木） 

パスポート、アフター5パスポート、ハウステンボス
パスポートについては

各施設、店舗の営業状況はハウステンボス公式ホームページにてご確認ください。

https://www.huistenbosch.co.jp/information/safety/

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：

 

まん延防止等重点措置

金)からの営業について

《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

０９５６－２７－０１３８ ＦＡＸ
://www.huistenbosch.co.jp

 

まん延防止等重点措置

が指定されたことをふまえ、下記のとおり期間中の営業

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

となる場合がございますので、あらかじめご了承く

ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 ― 

月 13日（日）

20:00 
1 月 31 日(月)まで

ホテルヨーロッパのみの営業
※期間中、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にご予約いただいている方はホテル

ヨーロッパへアップグレードさせていただきます。ホテルヨーロッパに現在ご予約いただいている方は客室のアップグ

レードをさせていただきます。詳細は公式ホームページをご覧くださいませ。

変更後＞4月

ハウステンボス新人公演開催中止 

パスポート、ハウステンボス
パスポートについては 1時間前倒しでご入場いただけます。

各施設、店舗の営業状況はハウステンボス公式ホームページにてご確認ください。

https://www.huistenbosch.co.jp/information/safety/

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

まん延防止等重点措置」適用に伴う

からの営業について

《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

ＦＡＸ ０９５６－２７－００２５
://www.huistenbosch.co.jp

まん延防止等重点措置」に基づく協力要請対象の措

が指定されたことをふまえ、下記のとおり期間中の営業内容について

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

となる場合がございますので、あらかじめご了承く

） 

まで 9:00～21：00

ホテルヨーロッパのみの営業 
※期間中、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にご予約いただいている方はホテル

ヨーロッパへアップグレードさせていただきます。ホテルヨーロッパに現在ご予約いただいている方は客室のアップグ

レードをさせていただきます。詳細は公式ホームページをご覧くださいませ。 

月 2日（土）、

パスポート、ハウステンボス
時間前倒しでご入場いただけます。

各施設、店舗の営業状況はハウステンボス公式ホームページにてご確認ください。

https://www.huistenbosch.co.jp/information/safety/

0570-064-110 

」適用に伴う、 

からの営業について

《ニュースリリースについてのお問い合わせ先》 
須田・滝本 
０９５６－２７－００２５

://www.huistenbosch.co.jp 

」に基づく協力要請対象の措

内容についてお知らせ

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

となる場合がございますので、あらかじめご了承く

00 までの営業 

※期間中、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にご予約いただいている方はホテル

ヨーロッパへアップグレードさせていただきます。ホテルヨーロッパに現在ご予約いただいている方は客室のアップグ

日（土）、3日（日） 

パスポート、ハウステンボス 5ホテル・
時間前倒しでご入場いただけます。

各施設、店舗の営業状況はハウステンボス公式ホームページにてご確認ください。

https://www.huistenbosch.co.jp/information/safety/

 

2022 年 1 月

広報－

からの営業について 

０９５６－２７－００２５ 

」に基づく協力要請対象の措

お知らせ

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

となる場合がございますので、あらかじめご了承く

 

※期間中、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にご予約いただいている方はホテル

ヨーロッパへアップグレードさせていただきます。ホテルヨーロッパに現在ご予約いただいている方は客室のアップグ

 

ホテル・ 
時間前倒しでご入場いただけます。 

各施設、店舗の営業状況はハウステンボス公式ホームページにてご確認ください。 

https://www.huistenbosch.co.jp/information/safety/ 

月 19 日 

広報－14 


