
 

 

 

  

 

 

ハウステンボス

2021 年 12

四季の花々、

溢れる「わぁ～」という感動体験

園内散策で健康的な体力づくりにも効果的で、心身ともに総合的な健康維持に期待いただけます。

これまでも

場いただける年間パスポートに限定して新設いたします。

 

SDGs（持続的な開発目標）では「すべての人に健康と福祉

ハウステンボスでは、

ると共に健康寿命延伸を促進

 

■年間パスポート
 

料 金：

発売日：

対象者：ご入会時

 

≪参考≫

1DAYパスポート

年間パスポート

券種

券種

※九州在住の方や、長崎県在住の方の料金もご用意しております。

詳しくは

NEWS

ハウステンボスは、

12 月 1 日（

四季の花々、舞台、

「わぁ～」という感動体験

園内散策で健康的な体力づくりにも効果的で、心身ともに総合的な健康維持に期待いただけます。

これまでも 65 歳以上のシニア料金を設けておりましたが、健康

場いただける年間パスポートに限定して新設いたします。

（持続的な開発目標）では「すべての人に健康と福祉

ハウステンボスでは、

共に健康寿命延伸を促進

年間パスポート 「シニア

：5,000 円（税込）

：2021 年 12

：ご入会時または更新時

※既にご入会されているお客様は

≪参考≫ 料金一覧（税込）

1DAYパスポート【通常】

年間パスポート

券種

券種

※九州在住の方や、長崎県在住の方の料金もご用意しております。

詳しくは HP をご参照ください。

NEWS RELEASE

年間パスポート

は、75 歳以上の方を対象に

日（水）から販売を開始いたします。

舞台、アート、イルミネーション、グルメなど

「わぁ～」という感動体験

園内散策で健康的な体力づくりにも効果的で、心身ともに総合的な健康維持に期待いただけます。

以上のシニア料金を設けておりましたが、健康

場いただける年間パスポートに限定して新設いたします。

（持続的な開発目標）では「すべての人に健康と福祉

ハウステンボスでは、みなさまの

共に健康寿命延伸を促進して

「シニア 75

円（税込） 

12 月 1 日（水

または更新時

既にご入会されているお客様は

料金一覧（税込）  

大人 中人
(18歳以上) (中高生)

7,000円 6,000円

大人
(18歳以上)

22,000円

※九州在住の方や、長崎県在住の方の料金もご用意しております。

をご参照ください。https://www.huistenbosch.co.jp/guide/ticket/

RELEASE

健康寿命延伸の促進を目指して

年間パスポート

販売開始：

散策・観劇・食を満喫して健康促進

歳以上の方を対象に

）から販売を開始いたします。

アート、イルミネーション、グルメなど

「わぁ～」という感動体験が日常の疲れを癒す心のデトックス

園内散策で健康的な体力づくりにも効果的で、心身ともに総合的な健康維持に期待いただけます。

以上のシニア料金を設けておりましたが、健康

場いただける年間パスポートに限定して新設いたします。

（持続的な開発目標）では「すべての人に健康と福祉

みなさまの健康な生活に寄り添いつつ、

してまいります。

75」区分 新設

水）～ 通年

または更新時に満 75 歳以上の方

既にご入会されているお客様は次回更新

  2021 年 12

中人 小人
(中高生) (小学生)

6,000円 4,600円

19,000円

学割
（18歳以上の学生）

※九州在住の方や、長崎県在住の方の料金もご用意しております。

https://www.huistenbosch.co.jp/guide/ticket/

RELEASE

健康寿命延伸の促進を目指して

年間パスポート「

販売開始：2021

散策・観劇・食を満喫して健康促進

 

 

 

歳以上の方を対象に新たな区分の

）から販売を開始いたします。 

アート、イルミネーション、グルメなど

日常の疲れを癒す心のデトックス

園内散策で健康的な体力づくりにも効果的で、心身ともに総合的な健康維持に期待いただけます。

以上のシニア料金を設けておりましたが、健康

場いただける年間パスポートに限定して新設いたします。

（持続的な開発目標）では「すべての人に健康と福祉

健康な生活に寄り添いつつ、

まいります。 

―記― 

新設 

通年 

歳以上の方 

更新時から適用

12 月 1 日以降 

小人 未就学児
(小学生) （4歳〜小学校⼊学前）

4,600円 3,500円

シニア・ジュニア
（65歳以上、小・中・高校生）

16,000円

（18歳以上の学生）

※九州在住の方や、長崎県在住の方の料金もご用意しております。

https://www.huistenbosch.co.jp/guide/ticket/

RELEASE 

健康寿命延伸の促進を目指して

「シニア

2021 年 12 月

散策・観劇・食を満喫して健康促進

区分の年間パスポート

 

アート、イルミネーション、グルメなど、ハウステンボスに滞在す

日常の疲れを癒す心のデトックス

園内散策で健康的な体力づくりにも効果的で、心身ともに総合的な健康維持に期待いただけます。

以上のシニア料金を設けておりましたが、健康寿

場いただける年間パスポートに限定して新設いたします。 

（持続的な開発目標）では「すべての人に健康と福祉」という目標が掲げられており

健康な生活に寄り添いつつ、SDGs

から適用 

 

未就学児
（4歳〜小学校⼊学前） (65歳以上、妊娠中の方、

3歳以下のお子様連れの方)

3,500円

シニア・ジュニア
（65歳以上、小・中・高校生） （4歳〜小学校⼊学前）

16,000円

※九州在住の方や、長崎県在住の方の料金もご用意しております。 

https://www.huistenbosch.co.jp/guide/ticket/

健康寿命延伸の促進を目指して

シニア 75」

月 1 日（水

散策・観劇・食を満喫して健康促進

年間パスポート「シニア

ハウステンボスに滞在す

日常の疲れを癒す心のデトックスに繋がると考えます。加えて、

園内散策で健康的な体力づくりにも効果的で、心身ともに総合的な健康維持に期待いただけます。

寿命の延伸を目的に定期的にご来

」という目標が掲げられており

SDGs に関連した取り組み

おもいやり
(65歳以上、妊娠中の方、
3歳以下のお子様連れの方)

5,000円

未就学児
（4歳〜小学校⼊学前）

12,000円

https://www.huistenbosch.co.jp/guide/ticket/ 

健康寿命延伸の促進を目指して 

」を新設

水）～ 

散策・観劇・食を満喫して健康促進 

2021

「シニア 75」を新設し、

ハウステンボスに滞在す

に繋がると考えます。加えて、

園内散策で健康的な体力づくりにも効果的で、心身ともに総合的な健康維持に期待いただけます。

を目的に定期的にご来

」という目標が掲げられており

関連した取り組み

 

 

(65歳以上、妊娠中の方、
3歳以下のお子様連れの方)

シニア75
（4歳〜小学校⼊学前） （75歳以上）

5,000円

広報

を新設 

2021年 11月

を新設し、

ハウステンボスに滞在することで

に繋がると考えます。加えて、

園内散策で健康的な体力づくりにも効果的で、心身ともに総合的な健康維持に期待いただけます。 

を目的に定期的にご来

」という目標が掲げられております。

関連した取り組みを推進す

 

シニア75
（75歳以上）

5,000円
 

広報―05 

月 30日 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、園内ではユニバーサル計画の一環として、一部の石畳をレンガ敷きにする改修工事も進めてお

ります。2021

運河船や園内バスなど以外にもさまざまな移動手段の選択肢をご活用ください。

今後も、幅広い世代のお客様に安全で快適な散策をお楽しみいただけますよう

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ハウステンボス

 

私たちは、７つの「わぁ～」という感動体験を提供し、五感に対する「わぁ～

瞬間を通じてお客さまが本来の自分に戻れる空間となることを目指します。
 

なお、園内ではユニバーサル計画の一環として、一部の石畳をレンガ敷きにする改修工事も進めてお

2021 年 4 月からは次世代型電動車椅子「

運河船や園内バスなど以外にもさまざまな移動手段の選択肢をご活用ください。

幅広い世代のお客様に安全で快適な散策をお楽しみいただけますよう

（次世代型電動車椅子イメージ）

 

【お客様のお問い合わせ先

ハウステンボス公式ホームページ

ハウステンボス

私たちは、７つの「わぁ～」という感動体験を提供し、五感に対する「わぁ～

瞬間を通じてお客さまが本来の自分に戻れる空間となることを目指します。

わぁ～きれい

なお、園内ではユニバーサル計画の一環として、一部の石畳をレンガ敷きにする改修工事も進めてお

月からは次世代型電動車椅子「

運河船や園内バスなど以外にもさまざまな移動手段の選択肢をご活用ください。

幅広い世代のお客様に安全で快適な散策をお楽しみいただけますよう

（次世代型電動車椅子イメージ）

お客様のお問い合わせ先

≪ニュースリリースについてのお問い合わせ先

ＴＥＬ
ハウステンボス公式ホームページ

ハウステンボスの Our Purpose

「わたしが、本来のわたしらしい状態に戻れる空間」

私たちは、７つの「わぁ～」という感動体験を提供し、五感に対する「わぁ～

瞬間を通じてお客さまが本来の自分に戻れる空間となることを目指します。

わぁ～きれい  

わぁ～おいしい

なお、園内ではユニバーサル計画の一環として、一部の石畳をレンガ敷きにする改修工事も進めてお

月からは次世代型電動車椅子「

運河船や園内バスなど以外にもさまざまな移動手段の選択肢をご活用ください。

幅広い世代のお客様に安全で快適な散策をお楽しみいただけますよう

（次世代型電動車椅子イメージ）          

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：

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
ハウステンボス公式ホームページ

Purpose（存在

わたしが、本来のわたしらしい状態に戻れる空間」

～心のデトックス～

私たちは、７つの「わぁ～」という感動体験を提供し、五感に対する「わぁ～

瞬間を通じてお客さまが本来の自分に戻れる空間となることを目指します。

  わぁ～すてき

わぁ～おいしい  わぁ～たのしい

なお、園内ではユニバーサル計画の一環として、一部の石畳をレンガ敷きにする改修工事も進めてお

月からは次世代型電動車椅子「WHILL

運河船や園内バスなど以外にもさまざまな移動手段の選択肢をご活用ください。

幅広い世代のお客様に安全で快適な散策をお楽しみいただけますよう

          

ハウステンボス総合案内ナビダイヤル：

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

27-0138 ＦＡＸ
ハウステンボス公式ホームページ https://www.huistenbosch.co.jp/

存在意義）】 

わたしが、本来のわたしらしい状態に戻れる空間」

～心のデトックス～
 

私たちは、７つの「わぁ～」という感動体験を提供し、五感に対する「わぁ～

瞬間を通じてお客さまが本来の自分に戻れる空間となることを目指します。

わぁ～すてき   わぁ～すごい

わぁ～たのしい

なお、園内ではユニバーサル計画の一環として、一部の石畳をレンガ敷きにする改修工事も進めてお

WHILL（ウィル）」のレンタルも開始しております。

運河船や園内バスなど以外にもさまざまな移動手段の選択肢をご活用ください。

幅広い世代のお客様に安全で快適な散策をお楽しみいただけますよう

             （一部園内改修場所）

ハウステンボス総合案内ナビダイヤル：

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-
https://www.huistenbosch.co.jp/

 

わたしが、本来のわたしらしい状態に戻れる空間」

～心のデトックス～ 

私たちは、７つの「わぁ～」という感動体験を提供し、五感に対する「わぁ～

瞬間を通じてお客さまが本来の自分に戻れる空間となることを目指します。

わぁ～すごい  わぁ～かわいい

わぁ～たのしい  わぁ～うれしい

なお、園内ではユニバーサル計画の一環として、一部の石畳をレンガ敷きにする改修工事も進めてお

」のレンタルも開始しております。

運河船や園内バスなど以外にもさまざまな移動手段の選択肢をご活用ください。 

幅広い世代のお客様に安全で快適な散策をお楽しみいただけますよう改善改良を図ってまいり

（一部園内改修場所）

ハウステンボス総合案内ナビダイヤル：0570

ニュースリリースについてのお問い合わせ先≫ 
須田・滝本 

-0025 
https://www.huistenbosch.co.jp/

わたしが、本来のわたしらしい状態に戻れる空間」 

私たちは、７つの「わぁ～」という感動体験を提供し、五感に対する「わぁ～

瞬間を通じてお客さまが本来の自分に戻れる空間となることを目指します。 

わぁ～かわいい

わぁ～うれしい 

なお、園内ではユニバーサル計画の一環として、一部の石畳をレンガ敷きにする改修工事も進めてお

」のレンタルも開始しております。

 

改善改良を図ってまいり

（一部園内改修場所） 

0570-064-110 

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

 

私たちは、７つの「わぁ～」という感動体験を提供し、五感に対する「わぁ～ 」という感動の

 

わぁ～かわいい 

なお、園内ではユニバーサル計画の一環として、一部の石畳をレンガ敷きにする改修工事も進めてお

」のレンタルも開始しております。

改善改良を図ってまいり

 

以上 

」という感動の


