
状況により営業時間の変更や施設・イベントを休止する可能性がございます。予めご了承ください。

地図記号について
インフォメーションセンター

●遺失物　●車椅子
●迷子のお預り
●静養室・授乳室

4G1A
救護室（First aid）
10：00～21：00は看護師が常駐。

3G

2D 14D 5G 9G 2H

●オストメイト
●車椅子対応
●ベビーシート設置

11D 5E

●車椅子対応
●ベビーシート設置

化粧室

化粧室

化粧室

7G 14G 3H
4I 12I 20K

1A
15D

5C4A 5A 6A

授乳室
13I4G11D1A 5C

休憩スポット
5E 5G11D 2E 12G

14G 4I 14I16G 2H
21K 22K

ベビーカーのお貸し出し
4G 2I4A1A

●3輪ベビーカー 1,000円
　（　ウェルカムゲート、
　 　フィッツ入国店）
●幼児向けB型　　 400円
●レインカバー　　 200円
　（レンタル・3輪タイプのみ）

1A

4A

車イスのお貸し出し
2I4G1A

13I4G11D1A 7A

充電器（有料） 

※一部対象外機種あり
200円／30分

16G
喫煙所

灰皿設置場所以外は禁煙です

2D 3F3A 6A
2H 14I3H

コインロッカー
300～500円

11D
15I2H6G 14G

1A 4A 5A

施設のご利用について

出国について

雨天時ご利用可

●入場ゲートからは退場出来ません。スキポール（出国口）から
退場をお願いします。●再入場をご希望の方は、スキポール（出国
口）にて手にスタンプを押してください。再入場の際は、入国で
パスポートとスタンプを確認させていただきます。

車椅子の方ご利用可
※乗り換えまたは付き添い者の
同伴が必要、または一部
制限がございます。

妊娠中の方ご利用可
※一部制限がございます。

キッズにオススメ

自動販売機
4G 16G

21K
4A 2E 6I
12I

ATM（現金自動引出機）
～21：00

4G1A

●ポーターサービス
●ヤマト運輸窓口

6G6A

行き止まり

1F

来場日がお誕生日前後3日間
の方にはバースデーシールを
つけると場内でお得な特典
が受けられます♪

お誕生日シール
について

7G 2I
4G7D3C

1A 3A 4A

配布場所：

  本日の
ショースケジュール

各施設の営業時間

2F 1G 3G
14D7D1A 5A 3C11A 12A

※ホテルオークラ・ホテル日航・ウォー
ターマークホテルなどにもございます。

緊急時はスタッフにお尋ねください。

4G 6G 2H
1J 20K1I

お持ちのスマートフォン
でハウステンボスの歴史
を学びながら散策を
お楽しみください。

音声ガイド

四

F光のファンタジアシティ

中央
インフォメーション

センター

20

21

22

「おもいやり」チケットをお持ちの方、障がい
割引料金適用の方は送迎無料

11：45～整理券配布 無くなり次第終了
街並みを眺め
ながら運河を
遊覧。

光のファンタジアシティ前

12A  黄金と水素の湯 
ハウステンボス天然温泉
料金／大浴場	一般600円
（各種パスポートをお持ちの方は割引あり）
◦場内のお客様：17時～営業終了
まで、場内ホテル前から無料送迎
バスを運行
◦場内4ホテル・変なホテルご宿泊者様：
無料送迎バスに加え、11時～ホ
テル専用バスが温泉にも停車
◦場外からのお客様：温泉専用駐
車場あり（5時間まで無料）

※	時刻表など、くわしくはWEBサイトよりご
確認ください。

2D VRワールド  ※

VRの館がよりリアル＆スリリングになって 
リニューアル
※	7歳以上、13歳未満は
要保護者同意
※	ラフティング：体重150kg	
逆バンジー：100cm以上
※	混雑時は整理券を配布
する場合がございます。

3D バハムートディスコ  
踊る！450°空間VR
※	混雑時は整理券を配布	
する場合がございます。
©SQEX

3D VR-KING 
世界最高・最長・ 
最速コースター
※	7歳以上、13歳未満は
要保護者同意
※	身長130cm以上、	
体重90kg未満
※	混雑時は整理券を配布	
する場合がございます。

4D ホライゾン・アドベンチャー・プラス  
   

800トンの水が大洪水を再現

5D MUSE HALL    
本格エンター 
テインメントを

6D Kirara    
大迫力映像シアター

8D 恐竜ランド    
みんなの恐竜
描いた絵が巨大スクリーンで 
動き回る！
※ペーパークラフト購入は200円

10D ショコラ伯爵の館  
チョコレートがテーマの展示やアトラクション
（一部アトラクションは有料）
※	一部コンテンツは7歳以上、13歳未満は、要保護者同意

12D NEW  
探偵テンボスと 
謎じかけの王国
ハウステンボスに秘密の 

“謎解き探偵事務所”が 
登場！
※一部コースは有料
※	ホテル探偵コースは	
特別プラン宿泊者限定
※小学生以上

14D スーパートリックアート    
錯覚の世界で 
オモシロ体験

14D I.S.ラビリンス～光と音の迷路～ 
 

足を踏み入れたら…そこは300年後の宇宙空間。

ジュラシックアイランド

最新ウォークスルー型
ARシューティングゲームで
恐竜を撃ちまくれ！！
ジュラシックアイランドへは船で！
所要時間：	約2時間40分	

（片道40分＋島での滞在時間80分）
定員：状況により変動あり
受付・乗船場所／ 15I マリンターミナル
※	小学生以上、13歳未満保護者同伴
※	受付にて乗船券（整理券）を発券される際には、ご参加人数分のパス
ポートチケットの提示が必要
※	ＡＲゲームに参加されないお客様は着桟後、船内にて待機となります。

アトラクションタウン
アミューズメントと
アクティビティが充実！

1H ドムトールン展望室   ※ 
高さ105mのシンボルタワー。
地上80mに展望室あり。
※人数制限あり

2H ナイトカヌー 要予約 有料

大人2,200円/名（60分）
集合場所：タワーシティ	ピノキオ下運河沿い
予約・お問い合わせ　TEL.0956-27-0290

タワーシティ
シンボルタワーのふもとにはグルメが集結！

2I ジパング探偵倶楽部  ※

街中を舞台にした謎解きゲーム
受付場所：フィッツ港町店

9I ゲームミュージアム   
ゲームの常設ミュージアム
※一部ゲーム利用有料・年齢制限あり

10I GO&GO!!スナイパーゲーム 
リアルなエアガンで射撃体験
※10歳以上	※混雑時は整理券を配布する場合がございます。

12I ワンピースメモリアルフォトブース  
  

新世界での数々の 
場面を再現した 
フォトブースが登場！

©	尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

14I ポルセレインミュージアム  
   

約3,000点の 
「磁器の間」は圧巻

15I サウザンド・サニー号 船内公開  
  

リアルサニー号の 
船内を探検しよう !
	

©	尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

15I ジュラシックアイランド行き
乗船受付

ハーバータウン
港町を抜けると、
荘厳な宮殿が佇む。

アドベンチャーパーク
誰もが主人公になれる、冒険の舞台！
※	自然の森を活かしたつくりとなっているため、段差など
足元が整備されていないところがございます。

アドベンチャーパークは動きやすい服装でご利用ください。
【ヒールのある靴・スカート不可。シューズ・ズボンの無料
レンタルあり】

2C 恐竜の森
ミッション遂行型ゲーム
※未就学児は要保護者同伴

3C シューティングスター
丘の上から長さ300mを滑空！
※小学生以上、体重35～90kg
※混雑時は整理券を配布する場合が
　ございます。

3C 天空の城
日本最大級の
空中大冒険！

※身長110cm以上、小学生以上、小学生は要保護者同伴
※混雑時は整理券を配布する場合がございます。

3C ザ・メイズ 
世界最大級！5階建て巨大迷路
※未就学児は要保護者同伴

4C どうぶつトロッコ 
親子で楽しめる手動トロッコ

ふれあいどうぶつコーナー 
かわいい小動物がお出迎え。※昼休あり、雨天時見合わせ

5C ふわふわランド  
 

エアー遊具がいっぱい！
※ボールプールは休止
※小学生以下は要保護者同伴

5C チャイルドカート 
子ども向けの楽しいゴーカート
※14kg未満

6C 天空レールコースター 疾風
高さ11mから
森の中を滑空！
※	身長110cm以上、体重
90kg未満、小学生以上
※	混雑時は整理券を配布
する場合がございます。

20K  
パレス ハウステンボス

  ※ 
オランダの宮殿を忠実に再現
※入場制限あり

2B ミュージアムモーレン    
風車の中で仕組みを見学

フラワーロード
季節の花々と三連風車がお出迎え♪

ウェルカムゲート（入国）と
フェアウェルゲート（出国）
海外の空港のような玄関口！

2A テディベアキングダム    
世界のメーカーベア
など展示

2A ジパング探偵倶楽部  ※

街中を舞台にした
謎解きゲーム

2E 白い観覧車   
昼は街を、夜は夜景を一望

3E クレイジーハンマーキング  
高さ20mの巨大ハンマーゲーム
※小学生以上

4E ホースランド 要予約 有料

馬車に乗って街を散策
▪	散策馬車（場内で出会えたら乗車可）	500円
▪	馬車ツアー（乗合乗り場： 2E 白い観覧車近く）		
大人1,500円
予約・お問合わせ	TEL：080-2792-3636
※天候・馬の体調等により営業できない場合あり

アートガーデン
緑あふれる庭園、
夜はイルミが輝く！

1J   フォレストヴィラ 

1I   ホテルヨーロッパ 

1G   ホテル 
アムステルダム 

運航情報や
イベント情報は
こちら

11A   変なホテル  
ハウステンボス 

12D 近く  噴水広場 

2G 釣りアドベンチャー   
圧倒的大画面で 
釣り体験！
※	混雑時は整理券
を配布する場合が
ございます。

©BANDAI	NAMCO	Entertainment	inc.
開発:バンダイナムコエンターテインメント

9G フォトジェニック  
有料  
民族衣装やドレスで記念撮影

11G ドラゴンワールドツアー  ※

VR×メリーゴーラウンド
※	7歳以上、13歳未満は要保護者
同意
※	混雑時は整理券を配布する場合
がございます。

11G カルーセル 
（メリーゴーラウンド）  

  ※  
お子様に大人気！

14G ギヤマンミュージアム    
世界のガラス芸術品が 
集結

アムステルダムシティ
音楽とショッピングを愉しむ
街の中心！

1F 宇宙のファンタジア from 
NAKED UNIVERSE   
宇宙センターから銀河へ旅立とう

1F フラワーファンタジア from 
NAKED FLOWERS   ※

光の花を作り出す
研究所をテーマに
した癒し空間

3F カロヨンファンタジア    
音と光がシンクロするエンターテインメント

4F 海のファンタジア from 
NAKED OCEAN   
カラフルな深海の
世界を体験する 
感動空間

5F アスレチックファンタジア 
Produced by SQUARE ENIX 
光と一緒に遊ぶ、楽しむアクティブ空間
1F：YOKERO、2F：スカイフロア	※小学生以上

6F アートファンタジア    
美しい映像と音楽が奏でる恋の物語

光のファンタジアシティ
先端技術を駆使した幻想体験を！


