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藤和那須リゾート株式会社が運営する「那須ハイランドパーク」(那須郡那須町高久乙 3375、代表：雪本智史)

は、2019年 9月 27日(金)から 11月 4日(月)までの約１か月間、東京方南町を拠点とする方南町お化け屋敷

オバケン(以下、オバケン)とコラボレーションしたホラーイベント「オバケンハロウィン in 那須ハイランドパーク

2019」を開催いたします。 

 

 

本イベントは那須ハイランドパーク史上最大規模となる大型ホラーイベントで、オバケンとのコラボは昨年に引

き続き 2 年連続の開催となります。期間中は、那須ハイランドパーク既存のアトラクションをハロウィン仕様に

バージョンチェンジ！立体迷路ギガモを極悪ピエロがジャックする「レッドプリズン」、赤く染まった館内で隠さ

れたピエロを探し出す「レッドキャッスル」、今年 7 月にオープンした「狭狂しい家(せまくるしいや)」を期間限定

激コワバージョンにした「獄・狭狂しい家(ごくせまくるしいや)」がお楽しみ頂けます。また、３つのアトラクション

を巡るスタンプラリーを実施！スタンプをすべて集めると、豪華賞品が当たるキャンペーンに応募することがで

きます！さらに週末にはミッションクリア型ゾンビイベント「バトルゾンビエスケープ２」も開催されます。 

令和最初のハロウィンは那須ハイランドパークで思い出に残るホラー体験をしてみてはいかかですか？ 

 

オバケンハロウィン in那須ハイランドパーク 2019 

那須ハイランドパークのアトラクションをオバケンがジャック！ 

昨年に引き続き今年も開催決定！！ 
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今年７月 20 日にオープンしたドキドキかくれんぼ屋敷

「狭狂しい家」を土日祝の夕方限定で激コワスペシャル

バージョンにチェンジ！せまくる君のおもちゃ箱の中か

ら出てきた凶暴なウサギの人形「クランプ」に見つから

ないよう、制限時間内に狭狂しい家に仕掛けられた謎

を解き、悪夢から脱出せよ！ 

 

■開催日：期間中の土日祝日に開催(１日３公演) 

■営業時間：9 月 28 日(土)～10 月 27 日(日)１回目 16:00～16:30、2 回目 16:40～17:10、3 回目 17:20～17:50 

11 月 2 日(日)～11 月 4 日(月)１回目 14:30～15:00、2 回目 15:10～15:40、3 回目 15:50～16:20 

※完全予約制(園内有人チケット販売ブースにて予約可能) 

■定員：１公演につき 12 名 

■利用制限：小学生以上（小学生は保護者同伴）※妊娠中の方、心臓の弱い方はご遠慮ください 

■料金：ファンタジーパスをお持ちの方：500 円 ファンタジーパスをお持ちでない方：1,500 円 

■時間：約３0 分（説明含む） 

■条件：同意書への署名が必要です。※18 歳未満の方は保護者の方の署名が必要です。 

■特典：ミッションをクリアされた方には獄狭狂しい家限定ステッカーをプレゼント！成功者しか見ることができ

ないスペシャルエンディングも。  

 

 

 

 

 

日本最大級の巨大木造迷路「ギガモ」を使用した、ミッションクリア型ホラーメイズがパワーアップして登場！

極悪ピエロ達が蔓延する迷宮「レッドプリズン」から風船を奪わないようにミッションをクリアして脱出せよ！！ 

■開催日： 2019年 9月 27日(金)～11月 4日(月)  

■営業時間：9:30〜18:00（平日は 17:00 まで） 、

11 月 1 日以降は 9:30～16:30 まで 

■料金…800 円(ファンタジーパス利用可能) 

■対象年齢…3 歳以上 65 歳未満 

※小学生以下保護者同伴(同伴者が中学生以上

であれば利用可能) 

■条件…同意書への署名が必要です。 

※小学生以下の方は保護者の方の署名が必要です。 

■特典：難易度の異なる３つのコースのうち２コースをクリアすると限定ステッカーをプレゼント！ 

 

オバケンハロウィン in2019新コンテンツ！獄・狭狂しい家 

風船を奪われずにホラーメイズから脱出せよ！レッドプリズン 



 

 

 

感染したら最後！倉庫内に彷徨うリアルなゾンビたち

に捕まらないようワクチンを探し出せ！ 

クリアする度にミッションレベルが上がっていく没入型

ホラー型アトラクション！ 

 

 

■開催日： 9 月 27 日(金)～9 月 29 日(日)、10 月 4 日(金)～6 日(日)、11 日(金)～14 日(月)、18 日(金)～22

日(火)、25 日(金)～27 日(日)、11 月 1 日(金)～11 月 4 日(月) 

■営業時間：11:00〜18:00（平日は 12:00～17:00 まで）、11 月 1 日以降は 11:00～16:30 まで 

■料金：1,000 円(ファンタジーパス利用可能) 

■対象年齢：小学生以上 65 歳未満 

※小学生以下は保護者同伴(同伴者が中学生以上なら利用可能 

■条件：同意書への署名が必要です。 

※小学生以下の方は保護者の方への署名が必要です。 

■特典：全てのミッションをクリアした方に限定ステッカーをプレゼント！ 

 

 

 

 

 

ライド型ホラーアクション「ダークキャッスル」がハロウィン限定で赤く染まった「レッドキャッスル」になって登

場！館内に隠されたピエロを専用ライトで探し出せ！ 

 

■営業時間：パーク営業時間に準ずる 

■料金：600 円(ファンタジーパス利用可能) 

■対象年齢：小学生未満保護者同伴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゾンビに捕まらずにミッションをクリアせよ！バトルゾンビエスケープⅡ 

館内に隠されたピエロを探し出せ！レッドキャッスル 



 

 

 

期間中に「レッドプリズン」、「レッドキャッスル」、「狭狂しい家」の 3 つの

アトラクションを巡るスタンプラリーを実施！各アトラクションでスタンプ

を集めると、第４のスタンプラリー場所が…！？隠された４つ目のスタ

ンプラリー場所を見つけ出し、４つ全てのスタンプを集めた方の中から

抽選で豪華賞品をプレゼント！ 

 

■豪華賞品： 

・ファンタジーパス 5 組 10 名様 

・ピュアコテージ宿泊券 3 組 6 名様 

・オバケンホラーマスク…3 名 

・オバケン畏怖咽び家ご招待…3 組 6 名 

 

 

【 「オバケンハロウィン in 那須ハイランドパーク 2019」概要】 

■イベント名称： 「オバケンハロウィン in 那須ハイランドパーク 2019 」 

■開催日： 2019 年 9 月 27日（金）から 11 月 4 日（月）の 39 日間 

■開催場所：那須ハイランドパーク（栃木県那須郡那須町高久乙 3375） 

■営業時間：2019 年 9 月 27日～10 月 31 日 9:30～17:00 (土日祝は 1 時間延長) 

           2019 年 11 月 1日～11 月 4 日  9:30～16:30 

■主催：那須ハイランドパーク 

■企画：方南町お化け屋敷 オバケン 

 

 

【那須ハイランドパーク】 

那須高原の大自然に囲まれた、今年 40 周年を迎えた北関東最大級の遊園地。今春登場する「DarkBox」及

び「VR スカイサイクル」は、どちらも既存アトラクションのリノベーションであり、世界初のアトラクションです。そ

のほか、ぶら下がり式コースター「F²（エフ・ツー）」をはじめとする絶叫系からお子様向けまで楽しめる計 8 種

類のコースターや、モーションシートを使用した日本初のシューティングアトラクション「XD ダークライド」などの

屋内施設も充実。約 40 種類のアトラクションのうち、半数以上が 3 歳未満のお子様も利用可能のほか、ワン

ちゃんと一緒に乗車が可能なアトラクションがあるなど、小さなお子様連れのご家族やペット連れの方などに

ご満足いただけます。遊園地に隣接するエリアには、ペットと泊まれる那須ハイランドパークオフィシャルホテ

ル「那須高原 TOWA ピュアコテージ in NASU HIGHLAND RESORT」や「那須の森の空中アスレチック

『NOZARU』」大自然の中でアクティビティやモノづくりを体験できる「FACT LAND」があり、広大な総合レジャー

施設となっております。 

 

公式HP：https://nasuhai.co.jp/ 

 

 

 

 

 

スタンプラリー＋謎解きで豪華賞品をゲットせよ！オバケンスタンプラリー 

https://nasuhai.co.jp/


 

●オバケンについて： 

東京都方南町の閑静な住宅街ではじまったお化け屋敷。怖さのオーダーメイドが可能なおもてなしやリピート

できるストーリー構成、ミッションをクリアしないと先に進めないなど内容の斬新さから話題を呼び各種メディア

にとりあげられた。そして現在営業中の常設予約制お化け屋敷「畏怖咽び家」(いふむせびや)が SNS や口コ

ミで大きな話題となり、2017年 6月オープンから 2019年までのお客様総動員数は２万人を超え、今や日本一

予約が難しいお化け屋敷となっている。常設のお化け屋敷だけでなく、ホラーイベントも話題となり⽇本初とな

る宿泊型キャンプイベント「ゾンビキャンプ」やホテルを丸ごと使⽤した宿泊型お化け屋敷「オバケンホテル」な

ども大きな話題を呼び平均２万８千円という⾼額にも関わらず毎年約３倍の倍率で即時抽選という⼈気ぶりを

博している。テレビ局・アミューズメントパークなど、様々な企業とのコラボレーションを実現しており、サンリオ

ピューロランドとコラボした「オバケンゾンビランド in サンリオピューロランド」も 5 年連続ソールドアウトし計

8,500⼈を集客している。海外ドラマ「ウォーキングッデッド」海外映画「Rec」などホラー映画のプロモーションな

ども⼿掛ける。2018 年 12 月には東京ワンピースタワーとコラボした異例のホラーイベント「難破船からの訪問

者〜蘇りしミイラの呪い〜」を 3 日開催。冬の開催ながらも、ワンピースファンも巻き込んで大いに盛り上がっ

たホラーイベントとなった。2019 年も様々な場所でホラーイベントを行う予定であり、福島テレビ旧社屋を使用

した令和最初の大型ホラーイベント「突撃!福島テレビの心霊現象を追え!!」を皮切りに、那須ハイランドパーク

では 7月にはオバケン初の遊園地内常設店「狭狂しい家」を開始、８月にはよみうりランドと日本初となる水着

で入るホラーアトラクション「アビスバスター 深海教授の野望を阻止せよ!!」を開催中。10 月ハロウィンでも大

型イベントが予定されている。2019 年もオバケンが日本各地に絶叫をお届けするだろう。本拠地である方南

町では 2018 年には日本初の「ミッションクリア型忍者屋敷 シュリケン」を、2019 年には「ミッションクリア型米

屋 米泥棒大作戦」を、OPEN。2020 年までにホラー常設展を２店舗展開する予定で方南町遊園地化を目指

す。オバケンはジャンルの垣根を超えてエンターテイメントを提供し続けるエンターテイメント集団である。 

[公式 HP] http://obakensan.com/ 

[公式 Twitter] http://twitter.com/obakensan （@obakensan）  

[公式 Facebook] http://www.facebook.com/obakensan 

[公式 blog] http://ameblo.jp/obaken-obakeyashiki/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本リリースの掲載内容は画像を含め、2019 年 9 月 25 日現在の情報です。 

内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。 

【本件に関するぉ問い合わせ】 

藤和那須リゾート株式会社 那須ハイランドパーク 

栃木県那須郡那須町高久乙 3375 

営業統括部 広報グループ  山崎（ヤマザキ）・小関(コセキ) 

TEL：0287-78-1199 

メール：kikaku@nasuhai.co.jp 

http://ameblo.jp/obaken-obakeyashiki/

