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「ムーミンバレーパーク」とのコラボレーション企画 

ムーミン公式ファンクラブ会員限定「パスホルダー付き 1 デーパス」1000 個を 

期間限定にて発売！ 

～ 購入者特典やキャンペーンも盛り沢山！～ 

 

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、本日 2019 年 11 月 29 日（金）より入園

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。そ

れにともない、ムーミン公式ファンクラブを運営するネオス株式会社より、ムーミン公式ファンクラブ会員限

定「パスホルダー付き 1 デーパス」1,000 個を、期間限定にて発売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「パスホルダー付き 1 デーパス」は、ムーミン公式ファンクラブ会員になることで、ご購入いただけます。 

「ムーミン公式ファンクラブ」は、熱心なムーミンファンが集まる日本一の規模となるムーミンファンコミュ

ニティです。「ムーミンバレーパーク」との取り組みにおいては、オープン前よりアンバサダーとしてオープ

ンまでの期間を一緒に盛り上げていただいたり、今年 8 月 9 日の「ムーミンの日」にはファンクラブ会員 1,000

名様をご招待する等、様々な活動を行っております。そしてこの度、ムーミンファン 1 万人以上を対象にムー

ミンバレーパークに関するアンケートを実施した結果、1 日中「ムーミンバレーパーク」で過ごすことのでき

るチケットがほしい！というお声も多く、また「ムーミンバレーパーク」において「1 デーパス」の発売を行



うことにともないまして、ムーミン公式ファンクラブ会員だけがご購入いただける、「パスホルダー付き 1 デ

ーパス」の発売となりました。会員限定のパスで「ムーミンバレーパーク」ご入園いただいた会員のみなさま

に、様々な特典をご用意いたしました。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。 

 

 

■ムーミン公式ファンクラブ会員限定 「パスホルダー付き 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。そのワンデーパスとオリジナルのパスホルダー

が一緒になった、ムーミン公式ファンクラブ会員限定

の商品となります。本商品は、2020 年 12 月 21 日（土）

～2020 年 3 月 15 日（日）までの期間、ご利用いただ

けます。 

 

・料金 

大人用１デーパスセット ：3,900 円／枚(税別、別途発券手数料 86 円/枚要) 

子ども用１デーパスセット ：2,900 円／枚(税別、別途発券手数料 64 円/枚要) 

・ワンデーパス利用可能期間 ：2019 年 12 月 21 日（土）～2020 年 3 月 15 日（日） 

・販売期間  ：2019 年 11 月 29 日（金）00：00～2019 年 12 月 20 日（金）23：59 

・販売場所  ：ムーミン公式ファンクラブ Web サイト http://love-moomin.jp/ 

・URL   ：http://love-moomin.jp/CAM128 

 

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

※「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。 

※「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。 

※「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。 

※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。 

※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。 

※パスケースのカラーは「キャメル」のみとなります 

※商品は、ご来園日に「ムーミンバレーパーク」エントランスチケットブースにて、お渡しいたします。 

 

■ムーミン公式ファンクラブ会員限定特典をご用意！ 

発売を記念し特典をご用意いたしました。2019 年 11 月 29 日（金）～12 月 20 日（金）の販売期間中にご

購入いただいた方の中から、抽選で 100 名様に、ムーミン公式ファンクラブ特製のバンダナ（非売品）をプレ

ゼントいたします。また、ムーミンバレーパーク内ではワークショップ Paja（パヤ）にて、１デーパスをご提

示いただくと、ムーミン公式ファンクラブ限定アートのバッジを作ることができます。ファンクラブ会員限定

ならではの楽しみ方を「ムーミンバレーパーク」で見つけてみてください。 

 

http://love-moomin.jp/
http://love-moomin.jp/CAM128


■特典1：抽選で100名様に特製バンダナをプレゼント！ 

シックな藍色を基調に、ムーミン一家とその仲間たちがデザインさ

れた、ムーミン公式ファンクラブ特製のバンダナ（非売品）を、抽選

で 100 名様にプレゼント！ファッションのコーディネートに取り入

れたり、アウトドアでちょっとしたレジャーグッズとしての利用に

もおすすめです。 

 

・対象者： 

2019 年 11 月 29 日（金）～12 月 20 日（金）の期間中に、ムーミ 

ン公式ファンクラブ会員限定 「パスホルダー付き 1 デーパス」を 

ご購入いただいた会員様 

・当選のお知らせ： 

商品の発送をもってかえさせていただきます 

 

■特典２：オリジナルデザインバッジを作ろう！ 

「ムーミンバレーパーク」の展示施設 KOKEMUS（コケムス）2 階に

ある「Paja（パヤ）」では、約 40 種類以上ものキャラクターたちのデ

ザインから選ぶことができる、オリジナル缶バッジづくりが楽しめま

す。ムーミン公式ファンクラブ会員のみなさまだけが作るのことので

きる、オリジナルデザインが登場しました！缶バッチは、お子さまか

ら大人まで簡単に作ることができます。 

 

・場所  ：KOKEMUS（コケムス）2 階 Paja（パヤ） 

・体験スタート日 ：2019 年 12 月 21（土）より体験可能 

・参加費  ：500 円（税込）/個 

※デザインは、季節などにより変更の可能性があります。予告なく終了する場合があります。 

 

■特典 3：ムーミンファンクラブ会員だけのオリジナル台紙が登場！ 

 ムーミントロールやその仲間たちと一緒に記念写真を撮る

ことができる、ムーミンバレーパーク内の写真スタジオ

「Muikku foto (ムイック フォト）」では、12 月 21 日（土）

から、ムーミン公式ファンクラブ限定「パスホルダー付き１

デーパス」をご提示いただくと、ファンクラブ限定のメモリ

アル写真台紙を選択することができます。また、自分たちの

記念写真のほかに、ムーミントロールなどをはじめとする 7

種の中からブロマイドを 1 枚プレゼント！是非、思い出に記

念の一枚を残してくださいね。 

 

・場所  ：Muikku foto (ムイック フォト） 

・体験スタート日 ：2019 年 12 月 21（土）より体験可能 

・料金  ：2,500 円（税込）/枚 

※１カット台紙付き 2,500 円（税込） 2 枚目以降は 1,000 円（税込） 

※デザインは、季節などにより変更の可能性があります。予告なく終了する場合があります。 



【参考資料】 

 



＜ネオスについて＞ 

 ネオス株式会社は、アプリからサイト・システム・クラウドまで、IT を駆使した多角的なサービスを提供し

ている東証一部上場の IT 企業です。サービスデザイン力を強みとしたシステムインテグレーションと法人向

けプロダクト&サービスを展開する「ソリューション事業」、コンテンツ知見やクリエイティブ力を強みとした

サービス＆プロデュースを展開する「コンテンツ事業」、グループ会社ジェネシスホールディングスの深圳ネ

ットワークを強みとしたエッジデバイスソリューションを提供する「デバイス事業」の 3 つを軸に、IT によ

る”新たな価値”を創造し、豊かなライフスタイルを実現してまいります。http://www.neoscorp.jp 

 

＜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/ 

 

＜公式サイト・公式 SNS＞ 

ムーミン公式ファンクラブ  ：http://love-moomin.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】 

ネオス株式会社 担当：経営管理部 広報／山崎 浅野 

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2 号館 

Email：info@neoscorp.jp 

 

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 

 

※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。 
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