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アトラクション 10 種が新登場！！
遊園地の新エリア「ハートフルタウン」
2014 年 3 月 21 日オープン決定！！
東武動物公園（東武レジャー企画㈱ 埼玉県宮代町 社長：日置岳人）では、遊園地
ハートフルランドにおいて、数ヵ年にわたるエリア開発を進めてきました。その第三弾で、
最終章となる「ハートフルタウン」が、平成 26 年 3 月 21 日（金・祝）にオープンします。
ハートフルランドエリア開発は、アトラクションの導入に留まらず、オリジナルのキャラクターやスト
ーリーを持ったテーマゾーンとして、絵本の中に入り込んだような世界を再現しています。
その第一弾が、2012 年春に誕生した「ハートフルファーム」です。このエリアは、農場をイメージした
ほのぼの空間として、新たな遊園地の幕開けとなりました。そして、翌年、ファーム内の工場という設
定で、第二弾の「観覧車 エマさんのチーズ風車」と「キッズハウス ブーニーさんの野菜工場」が完成
しました。新観覧車は動物園と遊園地の中央に立地することで、ハイブリッドレジャーランドのランドマ
ークとなりました。
最終章となる今回は、『街』をテーマにした「ハートフルタウン」が誕生します。エリア全体を街に見
立て、そこで活躍する乗り物やお店を模ったアトラクション 10 種が新登場するほか、パンケーキをメ
ーンに扱うフードショップもオープンします。街全体がアトラクションとなる「ハートフルタウン」は、家族
のコミュニケーションと笑顔が絶えないアットホームなマイタウンを目指します。また、ハートフルタウ
ンのオープンにより、ハートフルファームとハートフルタウンを総称したＮＥＷ「ハートフルランド」が誕
生します。
開園から 32 年が経ち、開園当初の子ども達が親世代になった今、このファミリーを迎え入れるの
がＮＥＷ「ハートフルランド」です。なお、新エリアのオープン等に伴い、平成 26 年 4 月 1 日（火）より、
入園料およびアトラクションの一部料金改定を行います。

ハートフルタウンイメージイラスト

【ハートフルタウンストーリー】
物語の舞台となるハートフルタウンには、荷物や人を運ぶトロッコ（キッズコースター）や船（キッズバイキング）のほ
か、かわいい花屋さん（ティーカップ）やクリ―リング屋さん（ドリフト走行ライド）など、お店を模った乗り物もあり、たくさ
んの人や動物達が集まってきます。そして、この街づくりに一役買ったのが、ハートフルファームの発明家“ストーブさ
ん”です。街にある不思議な乗り物は、ストーブさんと、その仲間達がつくった物なのです。今日も街のいたるところで、
みんなの笑い声が聞こえてきます。

【新アトラクションと新キャラクター】
アトラクション名（50音順）
1 いたずらヤギーのアスレチック砦
2 海賊ブタヒゲのぐるぐるタグボート
3 コケットさんの種まき飛行機
4 空輸便スカイフィッシュexpress
5 出動！街のウォーターショット隊
6 ストーブさんの冒険カート
7 ディギーとダギーのトロッココースター
8 ふしぎ池のカエルランドリー
9 ブルンさんのGoGo！スクールバス
10 マーガレットさんのフラワーカップ

属性
屋外アスレチック
キッズバイキング
昇降型ライド
移動用ゴンドラ
ウォーターショット
ゴーカート
キッズコースター
ドリフト走行ライド
アップダウンライド
ティーカップ

ディギーとダギ―のトロッココースター（建設中）

ハートフルタウンの

トロッココースターの運転手

町長メイヤーさん

ディギーとダギ―

ブルンさんの GoGo！スクールバス（建設中）

【新フードショップ】
店舗名：コルネさんのパンケーキハウス
特 徴：パンケーキ（写真）をメーンに、カレーライスやピザ、軽食等を揃えたイートイン、テイクアウト
が可能なファーストフード風の飲食店舗。

パンケーキ
※写真は実物と異なる場合がございます。

コルネさんのパンケーキハウス外観（建設中）

【ハートフルファームのアトラクションとキャラクター】
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ピギーさんの“とことこ”トラクター

観覧車 エマさんのチーズ風車

ホルンさんのファーム鉄道

キッズハウス ブーニーさんの野菜工場

【ハートフルランドエリア開発とは】
東武動物公園は、遊園地と動物園からなるハイブリッドレジャーランドです。さらに遊園地は、「リバティーランド」、
「プレジャーランド」、「ハートフルランド」の 3 つのエリアに分かれています。そのエリアのひとつであるハートフルランド
で、家族の『絆』が深まり、笑顔が溢れるようなエリアの開発計画を進めてきました。当計画は、アトラクションの導入に
留まらず、オリジナルキャラクターによるストーリーを持ったエリアを数ヵ年計画で次々とオープンさせていく壮大なプロ
ジェクトです。
エリア開発の第一弾として、2012 年春に農場をイメージしたエリア「ハートフルファーム」が誕生しました。その翌年
には、ファーム内の工場という設定で、園の新たなランドマークとなる「観覧車 エマさんのチーズ風車」がオープンしま
した。そして、2014 年春、エリア全体を街に見立て、そこで活躍する乗り物やお店を模ったアトラクション 10 種が新登
場する「ハートフルタウン」が誕生します。また、ハートフルタウンのオープンにより、ハートフルファームとハートフルタ
ウンを総称したＮＥＷ「ハートフルランド」が完成します。

【2014 年 4 月 1 日以降料金変更内容】
既存アトラクション
アトラクション名（50音順）
1 アストロファイター
2 アニ丸ぶーぶー
3 ウェーブスインガー
4 カルーセルウォーターリリー
5 観覧車 エマさんのチーズ風車
6 キッズハウス ブーニーさんの野菜工場
7 ギャラクシーウォーカーズ
8 コンボイ
9 新滑空水上コースターカワセミ
10 水上木製コースターレジーナ

現料金
300
200
300
300
600
400
400
200
1,000
1,000

11 スタークロス（UFOドーム3Dシアター）

1,000

12 太陽の恵み鉄道パークライン
13 ファミリーコースターてんとう虫
14 ピギーさんの“とことこ”トラクター
15 ホルンさんのファーム鉄道
16 ボート
17 ミュージックエキスプレス
3月21日オープン ハートフルタウン新アトラクション
アトラクション名（50音順）
18 いたずらヤギーのアスレチック砦
19 海賊ブタヒゲのぐるぐるタグボート
20 コケットさんの種まき飛行機
21 空輸便スカイフィッシュexpress
22 出動！街のウォーターショット隊
23 ストーブさんの冒険カート
24 ディギーとダギーのトロッココースター
25 ふしぎ池のカエルランドリー
26 ブルンさんのGoGo！スクールバス
27 マーガレットさんのフラワーカップ
廃止アトラクション、その他
アトラクション名
オドンゴの砦
ピラミッドの謎
ムーゲンの冒険

300
300
400
400
1,000
300
現料金
-

単位：円
新料金
400
300
400
400
600
400
400
300
1,000
1,000
老朽化により営業終了。3月
15日より期間限定の3Dシア
ターに変更、料金はシアター
内容により変動。

400
400
400
400
1,000
500
新料金
500
500
400
500
400
800
500
400
400
400

現料金
300
300
300

Ｇ－max

ハートフルタウンの新アトラク
ション「いたずらヤギーのアス
レチック砦」として3機種統合。

600 老朽化により営業終了。

大観覧車

300

老朽化に伴い3月31日で営業
終了予定。昨年春、代替え機
種「観覧車エマさんのチーズ
風車」完成。

入園料
区分
大人（中学生以上）
小人（3歳～小学生）
シニア（60歳以上）
ワンデーパス（入園料+アトラクション乗り放題）
区分
大人（中学生以上）
小人（3歳～小学生）
シニア（60歳以上）
〒345-0831

埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀 110
Ｔｅｌ 0480-93-1200

現料金

新料金
1,500
700
1,000

現料金

1,700
700
1,000
新料金

4,800
3,700
3,700

4,800
3,700
3,700

東武レジャー企画㈱ 業務部 山口・中嶋・前田

Ｆａｘ 0480-92-2694 HP ｱﾄﾞﾚｽ http://www.tobuzoo.com

