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2019 年 11 月 19 日 

株式会社ムーミン物語 

「ムーミンバレーパーク」 

1 日楽しめるお得な「1 デーパス」発売のお知らせ 

～ 11 月 30 日（土）より開催の、冬のイルミネーション「WINTER WONDERLAND in 

MOOMINVALLEY PARK」にあわせ「ナイトチケット」の発売もスタート ～ 

 

ムーミンの物語を追体験できる「ムーミンバレーパーク」では、入園とアトラクション体験がこれまで以

上にお得にご利用できる「1 デーパス」の発売をスタートいたします。また、2019 年 11 月 30 日（土）より

開催する、ムーミントロールとその仲間たちと迎える初めての冬を、光や音、そして映像とともに物語を体感

できるイルミネーション「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK」にあわせ、夕方 17:00 より

ご利用いただける「ナイトチケット」を、イベント期間限定にて発売いたします。 

「1 デーパス」で 1 日中おもいきり、ムーミンバレーパークで過ごそう！ 

 

これまでは、入園チケットのご購入および、別途ご利用に応じてアトラクションチケットをお買い求めい

ただいていましたが、「1 デーパス」では、ご入園と有料アトラクション体験（※飛行おにのジップラインアド

ベンチャーを除く）がこのパス 1 つでご利用できます。「ムーミン屋敷」は、地下 1F・1F フロアを自由にご

鑑賞が可能、2F・3F フロアはガイドツアーでお楽しみいただきます。さらに、「海のオーケストラ号」「リト

ルミイのプレイスポット」は、1 度だけではなく何度でもご体験可能となり、「1 デーパス」をご利用いただく

ことで、これまでの料金体系に比べアトラクションなどがお楽しみいただきやすくなっています。 



また、2019 年 11 月 30 日（土）よりスタートするムーミントロールとその仲間たちと迎える初めての冬

を、光や音、そして映像とともに物語を体感できるイルミネーション「WINTER WONDERLAND in 

MOOMINVALLEY PARK」の開催にあわせ、夕方 17:00 よりご利用いただける「ナイトチケット」を、イベン

ト期間中限定で発売いたします。「ナイトチケット」は、おとな 1,000 円（税込）・こども 500 円（税込）と、

通常の入園料と比べ、お気軽にお買い求めいただけます。みなさまそれぞれの「ムーミンバレーパーク」の楽

しみ方で、快適な一日をお過ごしください。 

 

■「ムーミンバレーパーク」チケット概要※1・2・4・8 

・「1 デーパス」 

本チケットでは、ご入園とアトラクション体験がこのパス 1 つでご利用可能です。「ムーミンバレーパーク」

を、1 日中とことん楽しみたいみなさまにおすすめです。 

 

・料金  ：おとな 2,800 円（税込）・こども 1,800 円（税込） 

・販売場所 ：・「ムーミンバレーパーク」現地チケットブース 

・全国のローソン、ファミリーマート、ミニストップのコンビニエンスストアにおい 

て、各コンビニエンスストアの専用端末および、各チケットサイトを通じてご予約お 

よびご購入が可能です。2019 年 11 月 27 日（水）00:00 より先行発売をいたします。 

（ローソンのみ 2019 年 11 月 27 日（水）10:00~となります。） 

・販売時間 ：「ムーミンバレーパーク」現地チケットブースでの当日券販売は 16:00 まで
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・「ナイトチケット」 

2019 年 11 月 30 日（土）よりスタートする、ムーミントロールとその仲間たちと迎える初めての冬を、光

や音、そして映像とともに物語を体感できるイルミネーション「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY 

PARK」でもご利用いただけます。 

 

・料金  ：おとな 1,000 円（税込）・こども 500 円（税込） 

・販売期間 ：2019 年 11 月 30 日（土）~ 2020 年 3 月 8 日（日） 

・販売場所 ：・「ムーミンバレーパーク」現地チケットブース 

・全国のローソン、ファミリーマート、ミニストップのコンビニエンスストアにおい 

て、各コンビニエンスストアの専用端末および、各チケットサイトを通じてご予約お 

よびご購入が可能です。2019 年 11 月 27 日（水）00:00 より先行発売をいたします。 

（ローソンのみ 2019 年 11 月 27 日（水）10:00~となります。） 

・販売時間 ：「ムーミンバレーパーク」現地チケットブースでの当日券の販売は 19:00 まで 

 

■「ムーミンバレーパーク」アトラクションについて※5・7 

【ムーミン屋敷】 

ムーミンパパが設計図を書いて自分で建てた理想の家でもあり

「ムーミンバレーパーク」のシンボル「ムーミン屋敷」。ムーミン一

家やその仲間たちの存在を感じることができます。ムーミン屋敷内

に隠されたさまざまな仕掛けにより、ムーミンたちの物語の追体験

をお楽しみいただけます。「ムーミン屋敷」は、原作者であるトーベ・

ヤンソンが残した図面や、友人たちと手がけたジオラマの要素を取



り入れながら、原作に忠実に再現しました。地下室は貯蔵庫、1 階はキッチンとダイニング、2 階はリビング

とムーミンパパ・ムーミンママの部屋、3 階はムーミンの部屋とリトルミイの部屋とゲスト部屋、屋根裏には

ムーミンパパが執筆を行う書斎があります。ムーミンの物語の世界観をじっくりご堪能ください。 

 

・ご体験について ：「1 デーパス」および「アトラクション共通チケット」にてお楽しみいただけます。 

※「ムーミン屋敷」はこれまで全フロアガイドツアーにてご案内しておりましたが、地下 1F および 1F フロアの観賞が 

どなたでもできるようになります。なお、2F および 3F フロアにて、引き続きガイドツアーを行います。ガイドツア 

ーにご参加の場合は、別途、整理券が必要となります。 

・最終上演時間 ：17:30 

・URL  ：https://metsa-hanno.com/guide/324/ 

 

【リトルミイのプレイスポット】 

「リトルミイのプレイスポット」では、主人公リトルミイが繰り広げる可愛いいたずらの世界をお楽しみいた

だけます。舞台は「ムーミン屋敷」。リトルミイの自由気ままで可愛いいたずらに、困り果てたムーミンパパ

やムーミンママが考えた秘策とは？！あなたもいつの間にかリトルミイのいたずらに、巻き込まれてしまうか

もしれません。案内役のガイドとともに、リトルミイのいたずらにハラハラドキドキしながら、どのような世

界が展開されるのかわからない驚きのある楽しさと、優しく温かみのあるクラシカルな映像で、新しいムーミ

ンの物語を発見してみてください。 

 

・ご体験について ：「1 デーパス」および「アトラクション共通チケット」にてお楽しみいただけます。 

・最終上演時間 ：17:45 

・URL  ：https://metsa-hanno.com/guide/1835/ 

 

【海のオーケストラ号】 

ムーミンの物語を追体験できるアトラクションの 1 つ「海のオーケ

ストラ号」は、“勇気”、“挑戦”、“友情”、“家族の絆”をテーマとした、

体感モーフィングシアターです。ムーミンの物語に登場する「海のオ

ーケストラ号」に乗って、若き日のムーミンパパ、スナフキンのお父

さんとなるヨクサル、スニフのお父さんとなるロッドユールたちと

一緒に冒険を楽しむことができます。体感モーフィングによる空間

演出で、楽しい時間をお過ごしいただけます。 

 

・ご体験について ：「1 デーパス」および「アトラクション共通チケット」にてお楽しみいただけます。 

・最終上演時間 ：17:45 

・URL：https://metsa-hanno.com/guide/239/  

 

【飛行おにのジップラインアドベンチャー】 

おさびし山の頂上から風を感じながら往復約 400m の宮沢湖面を滑

走する「飛行おにのジップラインアドベンチャー」は、森の中に張

ったワイヤーを滑車で滑り降りていき、絶景を楽しめスリルも味わ

える、世界的にも人気のあるアクティビティのジップラインです。

ムーミンの小説『たのしいムーミン一家』に登場する“飛行おに”に

なって、ルビーの王様を求め、森の中を抜け湖上の爽快な風を感じ

https://metsa-hanno.com/guide/324/
https://metsa-hanno.com/guide/1835/
https://metsa-hanno.com/guide/239/


ながらお楽しみください。 

 

・料金  ：おとな・こども共通 1,500 円（税込）／回
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・販売場所 ：「ムーミンバレーパーク」内「飛行おにのジップラインアドベンチャー」前券売機にて 

・最終体験時間 ：日没とともに終了となります。 

・URL  ：https://metsa-hanno.com/guide/301/ 

 

※1 おとな（中学生上）、こども（4 歳以上小学生以下）、3 歳以下は無料となります。 

※2 入園チケットのみご購入のお客様向けに、「アトラクション共通チケット」を、園内でご用意しております。「アトラ

クション共通チケット」のご利用には、「入園チケット」も必要です。 

※3 「1 デーパス」および「アトラクション共通チケット」は、混雑状況により 1 日の販売数に上限を設けておりますこ

と、予めご了承ください。 

※4 「1 デーパス」および「ナイトチケット」、「アトラクション共通チケット」発売により、有料アトラクションの事前

予約制は廃止となります（飛行おにのジップラインアドベンチャーを除く）。またアトラクション体験内容に一部変更がご

ざいますこと、予めご了承ください。 

※5 「ムーミン屋敷 ガイドツアー」「リトルミイのプレイスポット」「海のオーケストラ号」「飛行おにのジップラインア

ドベンチャー」は、季節や天候、混雑状況によって、最終上演（体験）終了が早まる可能性がございます。予めご了承く

ださい。 

※6 「飛行おにのジップラインアドベンチャー」は、当日、券売機にてご希望の体験時間のチケットをご購入下さい。 

※7 アトラクションをご利用の際は、各種アトラクション利用制限をご一読ください。 

※8 各種チケットの不正売買（転売）及び譲渡は、禁止行為とさせていただいております。 

 

 

■「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK 」 
 「ムーミンバレーパーク」は、オープンしてから今年初めての冬を迎えます。小説「ムーミン谷の冬」より、これまで

にない昼と夜の 2 つの「ムーミンバレーパーク」の表情を演出しました。はじめて冬眠から目覚めてしまったムーミント

ロール。そこからストーリーは始まります。さてどんな不思議な冬の世界が待っているのでしょうか！ムーミントロール

と一緒に、冬の世界へ冒険に出かけましょう！  

 

・開催期間 ：2019 年 11 月 30 日（土）～ 2020 年 3 月 8 日（日） 

・開催場所 ：ムーミンバレーパーク 

・URL ：https://metsa-hanno.com/lp/winterwonderland/ 

※本イベントは「ムーミンバレーパークの」入園料のみでお楽しみいただけます。一部有料コンテンツあり。 
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＜ムーミン物語について＞ 

株式会社ムーミン物語は、2013 年 11 月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的

に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開する

ことができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各

種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。2018 年 3 月には、日本における「ムーミン」

のライセンスを一括管理する株式会社ライツ・アンド・ブランズを設立しました。 

https://www.moomin-monogatari.co.jp/ 

 

＜埼玉県飯能市について＞ 

飯能市は都心からおよそ 50km。埼玉県の南西部に位置する豊かな自然と清流に恵まれた“水と緑”のまちで

す。緑あふれる自然は、ハイキングや公園、水辺でのアクティビティ・レジャーのほか、子育てや余暇生活に

も充実した環境です。古くから豊かな森林と人々との共生によって、暮らしや文化・歴史、産業が育まれてき

たことを背景に、2005 年 4 月 1 日に「森林文化都市」を宣言し、自然と都市機能が調和した、暮らしやすい

まちづくりに取り組んでいます。都心から一番近い森林文化都市は、遊びも暮らしも生き生きとした魅力にあ

ふれています。https://www.city.hanno.lg.jp/ 

 

＜公式サイト・公式 SNS＞ 

ムーミン物語   ：https://www.moomin-monogatari.co.jp/ 

「メッツァ」公式サイト  ：https://metsa-hanno.com/ 

「メッツァビレッジ」公式 Instagram ：@metsavillage 

「メッツァ」公式 Facebook  ：https://www.facebook.com/metsavillage/ 

「メッツァ」公式 Twitter  ：https://twitter.com/Metsa_Official  

「メッツァ」公式 note   ：https://note.metsa-hanno.com/ 

「メッツァ」公式 YouTube  ：https://www.youtube.com/channel/UCuqSmKMx4Mx2l5E-ckBZl4w/ 

「ムーミンバレーパーク」公式 Instagram ：@moominvalleypark 

「ムーミンバレーパーク」公式 Facebook ：https://www.facebook.com/moominvalleypark/ 

「ムーミンバレーパーク」公式 Twitter ：https://twitter.com/metsamvp_info 

 

 

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】 

株式会社ムーミン物語 広報担当：池田明子 

〒357-0001 埼玉県飯能市宮沢 327-6 メッツァ 

TEL：042-980-5224 FAX：042-980-5275 

E-mail: press@metsa-hanno.com 
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