
【プレスツアー開催のご案内】
報道関係各位 2019年 2月吉日 

【那須ハイランドパーク 40 周年春のプレスツアー】 

世界初のアトラクションが 2 機種登場！ 
自走式バーチャルリアリティー「VR スカイサイクル」 

床面液晶搭載の観覧車「Dark Box」  

藤和那須リゾート株式会社が運営する遊園地「那須ハイランドパーク」（所在地：栃木県那須郡那須町
高久乙 3375）は、40 周年を迎える 2019 年シーズンに、これまでながく遊園地を支えてきたアトラクション、「ス
カイサイクル」と「大観覧車」に、これからも頑張ってもらうべく、VR と CG の技術でリノベーションし、世界初の自走
式バーチャルリアリティー「VR スカイサイクル」と、世界初の床面液晶搭載型観覧車「DarkBox※２台限定」を
リノベーションアトラクションとして 3 月 20 日に公開いたします。 

また、メンバーが全員親族であり、52 歳のお父さんから 4 歳の娘まで計 7 人で構成する、アメリカを拠点とする
本場サーカス、「ヴィクトリアサーカス※日本初公演」によるプレイベントも開催します。 
報道関係の皆様に、是非プレスツアーにご参加いただきたく、下記の通りご案内させていただきます。参加ご希

望の方は、大変お手数ですが、お問い合わせ先までご連絡よろしくお願いいたします。 

【那須ハイランドパーク 40 周年春のプレスツアー】 
日 時： 2019 年 3 月 20 日（水）11：15～15：00 

内容：リノベーションアトラクションの体験会、2019 年シーズンのご紹介、園内の自由見学会
会 場： 那須ハイランドパーク 〒325-0398 栃木県那須郡那須町高久乙3375  TEL.0287-78-1150 

【当日スケジュール】 
11:15 新アトラクションについてご案内 
11:45 ヴィクトリアサーカス公演 
12:00 自由見学会

☆園内レストランで使用可能な 1,000 円分のお食事券をお渡しします。 
是非園内にてお食事をお楽しみください。 

15:00 プレスツアー終了
☆当日はお土産も用意しております。是非お受け取りください。 



【リノベーションアトラクション 概要】 
リノベーションアトラクションとは、これまで運行してきたアトラクションの一部を改修、再生し、新たに蘇らせたアト

ラクションです。今回「スカイサイクル」「大観覧車」の 2 機種を一部変更し、世界初のアトラクションへと生まれ変
わらせます。40 周年を迎える本年、これまで遊園地を支えてきてくれたアトラクションにこれからも頑張ってもらうべく
最新技術でよみがえらせることとなりました。 

◎VR スカイサイクル 
38 年前にできたスカイサイクルを VR 装着で走行する新たなアトラクションにリノベーション。VR をつけて見える映
像は、メルヘンな『飛び出す絵本の世界』や『世界の絶景』など、作りこまれた世界観を全長約 280ｍ、約 7 分
間体験できます。スカイサイクルに乗車して見える実景から新たな世界へと進んでいく上に、映像の進行はスカイサ
イクルのペダルを漕ぐスピードに合わせて進んでいくため、本当にメルヘンな世界に迷い込んだような感覚が味わえま
す。自走式アトラクションのスカイサイクルに VR の技術を合わせたのは世界初となります。 
オープン日：2019 年 3 月 20 日（水） 
料金：700 円(FP 利用可) 
利用条件：7 歳 100ｃｍ以上 13 歳未満保護者同乗 運転者は 130ｃｍ以上 

◎Dark Box 
ゴンドラの中が真っ暗な観覧車。ゴンドラの床には液晶が埋め込まれており、観覧車の進行に合わせて音の演出
と映像が流れる。ゴンドラが上昇するにつれて床にひびが入るなど、徐々に不安と恐怖が迫ってきます。実際にどん
な映像が流れるかは乗ってからのお楽しみ。床面液晶搭載の観覧車は世界初となります。 
※Dark Box は既存観覧車のゴンドラ 2 基をリニューアル 
オープン日：2019 年 3 月 20 日（水） 
料金：700 円(FP 利用可) 
利用条件：小学生未満保護者同伴 

◎ヴィクトリアサーカス 
アメリカを拠点とする本場サーカスのプレミアムエンターテイン

メント。ヴィクトリアサーカスのメンバーは全員親族であり、52
歳のお父さんから 4 歳の娘まで計 7 人で構成された日本初
来日のサーカスです。披露する演目は、空中ショーのハイワイ
ヤーや球体の中でバイクを走らせる「グローブ・オブ・デス」、トラ
ンポリンです。3/20(水)～4/7(日)開催予定。観覧無料。
※内覧会当日は 11:45/13:00/15:00 に公演予定。 
 開催期間：3/20(水)～4/7(日) 
料金：無料(別途入園料) 

   開催場所：売店ウーピーズキングダムそばタウンセンター 

なお、内覧会では、当アトラクションの魅力をご説明させていただくだけでなく、実際に皆様にもご体験していただく
お時間も設けさせていただきます。また、内覧会にご参加いただいた皆様には、リノベーションアトラクション以外に
本年新たに導入予定のアトラクションやイベントを含め、園内施設を自由にご取材いただけます。 
(※詳細は次頁をご参照下さい) 

【お問い合わせ】 

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） 
TEL：0287-78-1199   メール：kikaku@nasuhai.co.jp 



≪新アトラクション情報≫ 

◎カード迷路�ぐるり森大冒険 
屋内施設で、迷路を進みパワーを集めカードをゲットしバトルする親子で楽しめるアトラクショ

ン。那須ハイランドパークでしか手に入らないレアカードも存在。3/1(金)オープン予定。 
料金：1 回 500 円   
    ファンタジーパス(乗り放題パス)をお持ちの方は 1 回無料 2 回目以降 1 回 100 円 
    シーズンパスをお持ちの方は 1 回 100 円 
利用条件：小学生未満保護者同行

◎ＶＲライドシアター 
 VR の映像に合わせて激しく動くシート「MX4D シート」に座り、水しぶきや風

を感じる新感覚の超没入ライドアトラクション。「ウルトラ逆バンジー」「恐竜戯画」
の 2 つを楽しむことができる。3/1(金)オープン予定。 
料金：700 円 (FP 利用可) 
利用条件：７歳からで身長 100 ㎝以上から利用可、13 歳までは保護者

同乗 

◎ウーピー園長のあにまるふれん ZOO！
 今回新たなに仲間入りする予定の動物たちは、ミニブタ、チンチラ、コールダック、ポ
ニーです。また昨年同様、大人気のカワウソ、カピバラが目の前で泳ぐ姿や、ふくろ
う、ミミズク（約 10 種類）へのえさやり体験や鷹匠体験、ハリネズミやミーアキャット
など人気動物の他に触れ合える動物（やぎ、ひつじ、ﾓﾙﾓｯﾄ、うさぎなど）が集合し
ています。さらに夏休みには夜行性の動物を観察できるナイト営業も行う予定で
す。 
3/16(土)オープン予定 

※すべて別途那須ハイランドパーク入園料が必要 

☆その他、昨年オープンし大好評の、日本初となる、「デジタルボルダリング」と「クリップンクライム」、エアアスレチ
ック「エクストリームラン」の複合屋内アトラクション「NOBORUNMA」等も、是非この機会にご体感ください！

＜那須ハイランドパークについて＞ 
約 40 種類のアトラクションを有する北関東最大級の遊園地で、1979 年の開園以来、地元栃木県近郊だけ
でなく首都圏、東北地方などの多くのお客様にご来園いただいております。
 【所在地】  栃木県那須郡那須町高久乙 3375 TEL：0287-78-1150 
【入園料】  大人(中学生以上)1,600 円、小人(3 歳～小学生)800 円、シニア(60 歳以上)1,200 円 
【入園＋ファンタジーパス(乗り放題パス)】 大人 5,600 円、小人 3,900 円、シニア 4,200 円 
【アクセス】 [車]東北自動車道那須 I.C.より約 20 分 

※黒磯板室 I.C.より約 30 分、白河 I.C.より約 40 分 
       [電車]東北新幹線那須塩原駅からタクシーかレンタカーで約 40 分。 

下記バスも運行
① 関東バス「那須ハイランドパーク行」（約 60 分） 
② 関東バス「那須湯本温泉行」もしくは「大丸温泉/那須ロープウェイ行」へ乗車、「友愛の 
森」で下車。（約 30 分）「友愛の森」から周遊バス「きゅーびー号レッド Line」を利用し
那須ハイランドパークで下車（約 20 分）※2019 年 4 月 1 日より運行開始

       ［高速バス］東京駅八重洲南口 高速バスターミナルより高速バスを運行
                ※2019 年 3 月 15 日より運行開始

※バスに関するお問い合わせ先  関東自動車（株）TEL：0287-62-0858 
【営業時間】 9:30～17:00 ※季節により変動があります 
【公式 HP】https://nasuhai.co.jp/ 



那須ハイランドパーク 営業統括部 広報グループ 山崎行

【ご取材申し込み用紙】 

FAX：0287-78-1212 
ご多忙の折、大変恐縮ではございますが、ご取材ご希望の場合は本用紙に記入の上、 
3 月 18 日（月）までにご返信下さいますようよろしくお願い致します。 

貴社名：

所属部署：

ご芳名：

  （        ）名 

TEL：                （当日のご連絡先：                       ） 

e-mail：

ご取材に関するご要望：


